
 

 

１月度 シニアボウリング大会 

令和２年１月２９日（水）午後１４時１５分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   橋本  文彦   ９０８点 
第２位   安藤  昭夫   ８３３点 
第３位   卯西  淳二   ８２５点 
第４位   高山   弘    ８２０点 
第５位   臼井  末吉   ７８１点 
ハイゲーム 安藤  昭夫   ２５８点 

１月度ポメリッジョCUP 
令和２年１月２２日（水）午後１４時１５分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   嶋   英彦      ８７１点 

第２位   松本   栄        ８４６点 

第３位   関  福次郎      ８４２点 

第４位   橋本  文彦      ８３２点 

第５位   渡辺  洋子      ８１６点 

ハイゲーム 松本   栄         ２４５点 

１月度プロチャレンジボウリング大会 

   令和２年１月１２日（日）午後８時１５分スタート 4Ｇアメリカン方式      

第１位  小笠原 政之    ８２６点 

第２位  渡辺   亮    ８１８点 

第３位  福地  英明    ７３７点 

ハイゲーム 渡辺    亮  ２５８点        

１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３名で行いました。 

小笠原 政之選手が２２０点で優勝いたしま

した。 

１月度スタッフチャレンジボウリング大会 

 令和２年１月９日（木）午後２時００分  スタート 4Ｇアメリカン方式      

第１位   嶋  英彦  ８１３点 

第２位   松本  栄   ７７３点  

第３位   青木 勝巳  ７６２点 

第４位   安藤 昭夫  ７５１点 

第５位   高山  弘   ７４９点 

ハイゲーム 安藤 昭夫  ２２６点     

新春初投げBL大会 

令和２年１月５日（月）午後７時３０分スタート ４Ｇアメリカン方式 

第１位   塚田  正樹   ９０６点 
第２位   鈴木  史彦   ７８６点 
第３位   岸   昌彦   ７６１点 
第４位   伊沢  幸治   ６９４点 
ハイゲーム 塚田  正樹   ２６８点 

１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７名で行いました。 

廣瀬 登美子選手が２０１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。 

 

 

〒328-0053 栃木県栃木市片柳町2-2-2 
TEL.0282-24-8053    FAX.0282-24-8020 
ホームページ http://www.cc9.ne.jp/~sunplaza/ 

 

 

種    別 

 

 

料  金 

一    般 550円【税込605円】 

 正会員 300円【税込330円】 

準会員 500円【税込550円】 

ジュニア会員    300円【税込330円】 

大学生・専門学校生 500円【税込550円】 

高校生以下 400円【税込440円】 

月・水シルバー/レディスデイ 450円【税込495円】 

平日AM10:00～PM1:00 一般1,300円【税込1,430円】    

会員1,100円【税込1,210円】 

平日PM2:00～PM5:00 一般1,500円【税込1,650円】    

会員1,300円【税込1,430円】  

火・金PM8:00～PM10:30 一般1,500円【税込1,650円】   

会員1,300円【税込1,430円】 

投

げ  

   

放

題 

会員の皆様にお願い 

会員管理については、ボウリング場のコンピューターにて管理し
ております。必ず、来館受付時にフロントへ会員カードのご提示
をお願い致します。 



 

 

 ３月度              

スタッフチャレンジＢＬ大会 

期  日  令和２年３月１２日（木)                   

スタート  ＰＭ２：００（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格  自由                             

参 加 費  会員  2,970円 税込 

            一般  3,300円 税込                             

競技方法  アメリカン方式 ４Ｇ ２Ｇ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Ｈ/Ｃ有り（２００点基準８０％) 

 表  彰  全員賞・抽選賞 

      ３月度 

    シニアＢＬ大会 

期  日  令和２年３月２５日（水）             

スタート  ＰＭ２：１５（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格  自由                        

参 加 費  会員 2,420円 税込/一般 2,640円 税込          

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇ ２Ｇ後レーン移動あり                          

オフィシャルＨ/Ｃ有り（２００点基準８０％) アベレージのない

方については、センターハンディを採用いたします。 

表  彰  全員賞・抽選賞 

 ３月度                

ポメリッジョCUP 

期  日  令和２年３月１１日（水）  

スタート  ＰＭ２：１５（練習ボールはスタート１５分前） 

参加資格  自由                    

参 加 費  1,300円税込                                       

競技方法 アメリカン方式 ４Ｇ/２Ｇ後１ＢＯＸのレーン移動

有り 

オフィシャルＨ/Ｃ有り（２００点基準８０％） 

年間アベレージより算出(女性年間アベレージ算出+10ピン追

加)                 

表  彰  1～3位・飛び賞・HG賞・BB賞 

２０２０野杯 

 オール栃木チャンピオンシップトーナメントセンター代表選手決定！！！ 

     栃木県のボウラー〝ナンバー１〟を決める下野杯が令和２年３月２２日 (日)に宇都宮第二トーヨーボウルにて開

催されます。センター代表選手の予選会を２月９日 (日)に実施致しました。当センターからは１４名の選手が出場致

します。 

男子の部 佐々木 銀次選手(昨年度チャンピオン)・渡辺 亮選手(協会シード)・松本 大地選手・斉木 

昌和選手・小笠原 政之選手・岸 昌彦選手・廣瀬 賢一選手・西城 三雄選手・平田 和美選手・福地 

英明選手 

女子の部 廣瀬 友紀子選手(昨年度チャンピオン)・川田 幸子選手(協会シード) ・福地 朋美選手(セ

ンターシード)・坂田 歌子選手   

                                   ３月度                                          

           プロチャレンジＢＬ大会              

 期  日  令和２年３月１５日（日）            

スタート ＰＭ７：４５（練習ボールはスタート１５分前）    

参加資格  自由                       

参 加 費  会員 2,970円 税込 /一般  3,300円 税込                             

競技方法  アメリカン方式 ４Ｇ    2Ｇ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Ｈ/Ｃ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 

1 日      

2 月 月曜ダブルスリーグ 第６週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

3 火 Tuesdayリーグ    第５週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第１週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

4 水 サンプラザ投友会① 

友の会練習会 

10:00～ 

20:30～ 

¥1,210 

\1,430   

 

会員のみ 

 

5 木 木曜シングルリーグ 第３週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

6 金      

7 土      

8 日      

9 月 月曜ダブルスリーグ 第１週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

10 火 Tuesdayリーグ    第６週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第２週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

11 水 ポメリッジョCUP 

友の会練習会 

練習14：00・スタート14:15 

20：30～ 

￥1,300 

￥1,430   

自由(4G・A方式 

会員のみ 

当日申込可能 

12 木 スタッフチャレンジBL大会 

木曜シングルリーグ 第４週目 

練習13：45・スタート14：00 

練習20:00・スタート20:15 

会員 \2,970 /一般 \3,300   

\2,340 

自由(4G・A方式) 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

 

ブラインド\800 

13 金      

14 土      

15 日 プロチャレンジＢＬ大会 練習19:30・スタート19:45 会員 \2,970/一般 \3,300   自由(4G・A方式)  

16 月 月曜ダブルスリーグ 第２週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

17 火 Tuesdayリーグ    第７週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第３週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

18 水 サンプラザ投友会② 

友の会練習会 

10:00～ 

20:30～ 

¥1,210 

\1,430   

 

会員のみ 

 

19 木      

20 金      

21 土      

22 日      

23 月 月曜ダブルスリーグ 第３週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

24 火 Tuesdayリーグ    第８週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第４週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

25 水 シニアボウリング大会 

 友の会練習会 

練習14:00・スタート14:15                                                                                                      

   20:30～ 

会員 ￥2,420/一般 ￥2,640 

\1,430 

自由(4G・A方式)                                                

会員のみ 

 

26 木 木曜シングルリーグ 第５週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

27 金      

28 土 ＡＢＢＦ月例会 練習20：30・スタート20:45 \2,250   会員の方ならどなたでも参可能！  

29 日      

       

       

30 月 月曜ダブルスリーグ 第４週目 練習20:00・スタート20:15 \2,340 自由(4G)/第一週登録者のみ ブラインド\800 

31 火 Tuesdayリーグ    第９週目 

ｸﾗｯｼｯｸﾘｰグ        第５週目 

練習14:00・スタート14:15 

練習20:15・スタート20:30 

\2,100 

\2,340  

自由(3G)/第一週登録者のみ 

自由(4G)/第一週登録者のみ 

ブラインド\600 

ブラインド\800 

              

 

                  

４Ｇ ２Ｇ後レーン移動有り                                                         

          

                                  


