
 

 

  ４月度スタッフチャレンジＢＬ大会 

期  日  令和３年４月８日（木)                   

スタート ＰＭ１４：００（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格 自由                            

参 加 費 会員 Ϯ͕ϵϯϬ円税込 

     一般 ϯ͕ϯϬϬ円税込               

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動

有り                                                         

スタッフ４Ｇトータルより上位選手による決勝戦有

り。オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％) 

 表  彰 全員賞・抽選賞 

  ４月度シニアボウリング大会 

期  日 令和３年４月２８日（水)            

スタート ＰＭ１４：１５（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格 自由                       

参 加 費 会員 Ϯ͕ϴϮϬ円税込 

     一般 Ϯ͕ϵϰϬ円税込          

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動

有り �                        

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％)  

表  彰  全員賞・抽選賞 

 

 ４月度ポメリッジョCUP 

期  日  令和３年４月１４日（水）  

スタート ＰＭ１４：１５（練習ボールはスタート１５分前） 

参加資格  自由                    

参 加 費 ϭ͕ϳϮϬ円税込                                       

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動

有り 

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％） 

男性：センター年齢ハンデ適応 

女性：年間アベレージ算出нϭϬピン追加                 

表  彰 ϭ～ϯ位・飛び賞・,'賞・��賞 

  ４月度プロチャレンジＢＬ大会 

期  日    令和３年４月２５日（日）            

スタート ＰＭ１９：４５（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格 自由                       

参 加 費 会員 Ϯ͕ϵϯϬ円税込� 

������������������一般  ϯ͕ϯϬϬ円税込                             

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇͬ２Ｇ後レーン移動

有り  

プロ４Ｇトータルより上位の選手との１Ｇマッチ             

オフィシャルＨͬＣ有り（２００点基準８０％）    

 表  彰  全員賞 

 

 

 
曜日 イベント・大会教室 時間 料金(税込み) 参加資格 競技方法 

ϭ 木 木曜シングルリーグ 第９週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯ 金      

ϯ 土      

ϰ 日      

ϱ 月 月曜ダブルスリーグ 第５週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϲ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第８週目 

クラッシックチャレンジ 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ 

練習ϮϬ：ϭϱ・スタートϮϬ：ϯϬ 

\Ϯ͕ϭϱϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϮϮϬ 

一般 ￥Ϯ͕ϰϲϬ 

自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

自由(ϰ'・�方式) 

ブラインド\ϴϬϬ 

当日申込可能 

ϳ 水 友の会練習会 ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ：ϬϬ \ϭ͕ϰϯϬ�  会員のみ  

ϴ 木 スタッフチャレンジ�>大会 

 

木曜シングルリーグ 第１０週目 

練習ϭϯ：ϰϱ・スタートϭϰ：ϬϬ 

 

練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ 

会員 \Ϯ͕ϵϯϬ 

一般 \ϯ͕ϯϬϬ�� 

\Ϯ͕ϱϮϬ 

自由(ϰ'・�方式) 

 

自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

 

 

ブラインド\ϴϬϬ 

ϵ 金      

ϭϬ 土      

ϭϭ 日      

ϭϮ 月 月曜ダブルスリーグ 第６週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϯ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第９週目 

クラッシックチャレンジ 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ 

練習ϮϬ：ϭϱ・スタートϮϬ：ϯϬ 

\Ϯ͕ϭϱϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϮϮϬ 

一般 ￥Ϯ͕ϰϲϬ 

自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

自由(ϰ'・�方式) 

ブラインド\ϴϬϬ 

当日申込可能 

ϭϰ 水 ポメリッジョ�hW 

E�&定例会 

友の会練習会 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ 

練習ϮϬ：ϭϱ・スタートϮϬ：ϯϬ 

ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ：ϬϬ 

￥ϭ͕ϳϮϬ 

￥ϭ͕ϳϮϬ 

￥ϭ͕ϰϯϬ   

自由(ϰ'・�方式) 

自由(ϰ'・�方式) 

会員のみ 

当日申込可能 

会員の方ならK< 

ϭϱ 木 木曜シングルリーグ 第１週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϭϲ 金      

ϭϳ 土      

ϭϴ 日      

ϭϵ 月 月曜ダブルスリーグ 第１週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϮϬ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第１０週目 

クラッシックチャレンジ 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ 

練習ϮϬ：ϭϱ・スタートϮϬ：ϯϬ 

\Ϯ͕ϭϱϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϮϮϬ 

一般 ￥Ϯ͕ϰϲϬ 

自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

自由(ϰ'・�方式) 

ブラインド\ϴϬϬ 

当日申込可能 

Ϯϭ 水 友の会練習会 ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ：ϬϬ \ϭ͕ϰϯϬ�  会員のみ  

ϮϮ 木 木曜シングルリーグ 第２週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯϯ 金      

Ϯϰ 土 ＡＢＢＦ月例会 練習ϮϬ：ϯϬ・スタートϮϬ：ϰϬ \Ϯ͕ϮϭϬ�� 会員の方ならどなたでも参可能！  

Ϯϱ 日 プロチャレンジＢＬ大会 練習ϭϵ：ϯϬ・スタートϭϵ：ϰϱ 会員 \Ϯ͕ϵϯϬ 

一般 \ϯ͕ϯϬϬ�� 

自由(ϰ'・�方式)  

Ϯϲ 月 月曜ダブルスリーグ 第２週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

Ϯϳ 火 dƵĞƐĚĂǇリーグ     第１週目 

クラッシックチャレンジ 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ 

練習ϮϬ：ϭϱ・スタートϮϬ：ϯϬ 

\Ϯ͕ϭϱϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϮϮϬ 

一般 ￥Ϯ͕ϰϲϬ 

自由;ϯ'Ϳͬ第一週登録者のみ 

自由(ϰ'・�方式) 

ブラインド\ϴϬϬ 

当日申込可能 

Ϯϴ 水 シニアボウリング大会 

 

E�&定例会 

友の会練習会 

練習ϭϰ：ϬϬ・スタートϭϰ：ϭϱ����������������������������� 

 

練習ϮϬ：ϭϱ・スタートϮϬ：ϯϬ 

ϭϴ：ϬϬ～ϮϬ：ϬϬ 

会員 ￥Ϯ͕ϴϮϬ 

一般  ￥Ϯ͕ϵϰϬ 

￥ϭ͕ϳϮϬ 

\ϭ͕ϰϯϬ 

自由(ϰ'・�方式) 

  

自由(ϰ'・�方式) 

会員のみ 

 

 

会員の方ならK< 

Ϯϵ 木 木曜シングルリーグ 第３週目 練習ϮϬ：ϬϬ・スタートϮϬ：ϭϱ \Ϯ͕ϱϮϬ 自由;ϰ'Ϳͬ第一週登録者のみ ブラインド\ϴϬϬ 

ϯϬ 金      



 

 

            お知らせ 

日頃より、当センターをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。 

センターの老朽化や全レーン張替工事等での経費増大により、セン

ター営業継続の為、大変心苦しいのですが、会員価格の価格改定を４/

１(木)より実施する運びとなりました。正会員の１Ｇ価格を３８５円

→４５０円となり、準会員の年会費を１，１００円→１，６５０円と

させて頂きます。尚、リーグ戦・定例会・大会等の金額も改定されま

すので、詳細は下記の表をご覧ください。 

ご不明の点がございましたら、スタッフまで御問合せ下さい。 

誠に勝手ながら、会員の皆様の御負担が大きくなってしまいますこと

を心よりお詫び致しますとともに、御理解・御協力の程、宜しくお願

い致します。 

今後とも変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い致します。 

項 目 改定前 改定後 

正会員 ¥385 ¥450 

リーグ 

月曜ダブルス ¥2,340 ¥2,520 

Tuesday ¥2,100 ¥2,150 

クラッシックチャレンジ ¥2,040 ¥2,220 

木曜シングル ¥2,340 ¥2,520 

金曜マニアック ¥2,340 ¥2,520 

月例会 ABBF月例会 ¥2,250 ¥2,210 

大会 

ポメリッジョCUP ¥1,300 ¥1,720 

スタッフチャレンジBL大会 ¥2,970 ¥2,930 

プロチャレンジBL大会 ¥2,970 ¥2,930 

シニアBL大会 ¥2,420 ¥2,820 

 

 

２月度ポメリッジョ�hW 
令和３年２月１０日（水）午後１４時００分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   渡辺  洋子     ９２６点 

第２位   山井  正夫     ８９３点 

第３位   渡辺  道男     ８７２点 

第４位   橋本  文彦     ８４０点 

第５位   安藤  昭夫     ８３４点 

ハイゲーム 安藤  昭夫     ２５９点 

２月度プロチャレンジボウリング大会 

  令和３年２月２８日（日）午後１９時４５分スタート ４Ｇアメリカン方式       

第１位   斉藤  正義      ９０６点 

第２位   渡辺   亮       ８５９点 

第３位   佐々木 銀次      ８５２点 

第４位   松本  大地      ８４７点 

第５位   平田  和美      ８４１点 

ハイゲーム 渡辺   亮        ２５６点        

河上 未希プロ             ８７２点 

２月度プロチャレンジ大会エキシビ

ジョンマッチについては、上位６名で

行いました。 

斉藤 正義選手が２７９点で優勝いた

しました。 

２月度スタッフチャレンジボウリング大会 

 令和３年２月１８日（木）午後１４時００分 スタート ϰＧアメリカン方式      

第１位    安藤   昭夫     ８９０点 

第２位    青木   勝巳     ８５１点  

第３位   小笠原  政之     ８２５点 

第４位   橋本   文彦     ８１１点 

第５位   嶋    英彦     ８０７点 

ハイゲーム 安藤   昭夫     ２６０点     

スタッフ  阿部              ７３８点 

２月度スタッフチャレンジBL大会チャンピ

オン決定戦については、上位９名で行いま

した。 

高山 弘選手が２４６点で１月度スタッフ

チャレンジBL大会のチャンピオンとなりま

した。 

２月度シニアボウリング大会 

 令和３年２月２４日（水）午後１４時１５分 スタート ４Ｇアメリカン方式      

第１位   小笠原 政之    ９８０点 

第２位   嶋   英彦    ８９９点  

第３位   高山     弘     ８８０点 

第４位   安藤  昭夫    ８８０点 

第５位   大石 みどり    ８４４点 

ハイゲーム 小笠原 政之    ２７８点     


