
会員参加費

会員参加費会員参加費

会員参加費

-

--

-

¥1,700

¥1,700¥1,700

¥1,700

¥2,480

¥2,480¥2,480

¥2,480

¥2,390

¥2,390¥2,390

¥2,390

-

--

-

¥3,000

¥3,000¥3,000

¥3,000

¥1,920

¥1,920¥1,920

¥1,920

-

--

-

¥3,110

¥3,110¥3,110

¥3,110

¥2,970

¥2,970¥2,970

¥2,970

¥2,390

¥2,390¥2,390

¥2,390

¥3,160

¥3,160¥3,160

¥3,160

※都合により日時が変更になる場合がございます。各競技会ご参加の際はインストラクターまでご確認ください。

※都合により日時が変更になる場合がございます。各競技会ご参加の際はインストラクターまでご確認ください。※都合により日時が変更になる場合がございます。各競技会ご参加の際はインストラクターまでご確認ください。

※都合により日時が変更になる場合がございます。各競技会ご参加の際はインストラクターまでご確認ください。

　

　　

　

◎上原プロボウリングクリニック（2回開催予定）

◎上原プロボウリングクリニック（2回開催予定）◎上原プロボウリングクリニック（2回開催予定）

◎上原プロボウリングクリニック（2回開催予定）

①12月19日（木）、②12月27日（木）

①12月19日（木）、②12月27日（木）①12月19日（木）、②12月27日（木）

①12月19日（木）、②12月27日（木）

参加費　\1,700

参加費　\1,700参加費　\1,700

参加費　\1,700

11:30A.M.～1:00P.M.

11:30A.M.～1:00P.M.11:30A.M.～1:00P.M.

11:30A.M.～1:00P.M.

※開催日前日までにお申込みください。

※開催日前日までにお申込みください。※開催日前日までにお申込みください。

※開催日前日までにお申込みください。

①12月11日（火）、②12月18日（火）、③12月25日(火)

①12月11日（火）、②12月18日（火）、③12月25日(火)①12月11日（火）、②12月18日（火）、③12月25日(火)

①12月11日（火）、②12月18日（火）、③12月25日(火)

参加費　\1,700

参加費　\1,700参加費　\1,700

参加費　\1,700

各回とも 2:00P.M.～3:30P.M.

各回とも 2:00P.M.～3:30P.M.各回とも 2:00P.M.～3:30P.M.

各回とも 2:00P.M.～3:30P.M.

※定員12名になり次第締切となります。

※定員12名になり次第締切となります。※定員12名になり次第締切となります。

※定員12名になり次第締切となります。

※開催日前日までにお申込みください。

※開催日前日までにお申込みください。※開催日前日までにお申込みください。

※開催日前日までにお申込みください。

※レッスンのお申込はご希望の担当者まで直接ご相談ください。

※レッスンのお申込はご希望の担当者まで直接ご相談ください。※レッスンのお申込はご希望の担当者まで直接ご相談ください。

※レッスンのお申込はご希望の担当者まで直接ご相談ください。

※スタッフのスケジュールによってはご要望に添えない場合もございます。ご了承ください。

※スタッフのスケジュールによってはご要望に添えない場合もございます。ご了承ください。※スタッフのスケジュールによってはご要望に添えない場合もございます。ご了承ください。

※スタッフのスケジュールによってはご要望に添えない場合もございます。ご了承ください。

ステージ

ステージステージ

ステージ 日

日日

日 曜日

曜日曜日

曜日 時間

時間時間

時間 参加費(会員)

参加費(会員)参加費(会員)

参加費(会員)

第1Ｓ

第1Ｓ第1Ｓ

第1Ｓ 12/11

12/1112/11

12/11 火

火火

火 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980 　1.H/Cは直近３ヶ月のアベレージより算出(毎月変わります）

　1.H/Cは直近３ヶ月のアベレージより算出(毎月変わります）　1.H/Cは直近３ヶ月のアベレージより算出(毎月変わります）

　1.H/Cは直近３ヶ月のアベレージより算出(毎月変わります）

第2Ｓ

第2Ｓ第2Ｓ

第2Ｓ 12/12

12/1212/12

12/12 水

水水

水 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980 210ベース80% 上限50ピン

210ベース80% 上限50ピン210ベース80% 上限50ピン

210ベース80% 上限50ピン

第3Ｓ

第3Ｓ第3Ｓ

第3Ｓ 12/14

12/1412/14

12/14 金

金金

金 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980 　2.各ステージトップ賞

　2.各ステージトップ賞　2.各ステージトップ賞

　2.各ステージトップ賞

第4Ｓ

第4Ｓ第4Ｓ

第4Ｓ 12/18

12/1812/18

12/18 火

火火

火 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980 参加者5名以下：ステージ表彰なし

参加者5名以下：ステージ表彰なし参加者5名以下：ステージ表彰なし

参加者5名以下：ステージ表彰なし

第5Ｓ

第5Ｓ第5Ｓ

第5Ｓ 12/19

12/1912/19

12/19 水

水水

水 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980 6名から14名：1位のみ表彰

6名から14名：1位のみ表彰6名から14名：1位のみ表彰

6名から14名：1位のみ表彰

第6Ｓ

第6Ｓ第6Ｓ

第6Ｓ 12/21

12/2112/21

12/21 金

金金

金 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980 15名以上：1位

15名以上：1位15名以上：1位

15名以上：1位〜2

〜2〜2

〜2位を表彰

位を表彰位を表彰

位を表彰

第7Ｓ

第7Ｓ第7Ｓ

第7Ｓ 12/25

12/2512/25

12/25 火

火火

火 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980 　3.総合表彰は２ヶ月区切りで集計し表彰します。

　3.総合表彰は２ヶ月区切りで集計し表彰します。　3.総合表彰は２ヶ月区切りで集計し表彰します。

　3.総合表彰は２ヶ月区切りで集計し表彰します。

第8Ｓ

第8Ｓ第8Ｓ

第8Ｓ 12/26

12/2612/26

12/26 水

水水

水 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥1,980

¥1,980¥1,980

¥1,980

第9Ｓ

第9Ｓ第9Ｓ

第9Ｓ 12/28

12/2812/28

12/28 金

金金

金 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥2,390

¥2,390¥2,390

¥2,390 　総合優勝

　総合優勝　総合優勝

　総合優勝〜

〜〜

〜第5位、10位毎の飛賞

第5位、10位毎の飛賞第5位、10位毎の飛賞

第5位、10位毎の飛賞

第10Ｓ

第10Ｓ第10Ｓ

第10Ｓ 12/29

12/2912/29

12/29 土

土土

土 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥2,390

¥2,390¥2,390

¥2,390 　中間優勝

　中間優勝　中間優勝

　中間優勝〜

〜〜

〜第5位、10位毎の飛賞

第5位、10位毎の飛賞第5位、10位毎の飛賞

第5位、10位毎の飛賞

第11Ｓ

第11Ｓ第11Ｓ

第11Ｓ 12/30

12/3012/30

12/30 日

日日

日 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥2,390

¥2,390¥2,390

¥2,390 　最多出場上位5名(10ステージ以上出場者)

　最多出場上位5名(10ステージ以上出場者)　最多出場上位5名(10ステージ以上出場者)

　最多出場上位5名(10ステージ以上出場者)

第12Ｓ

第12Ｓ第12Ｓ

第12Ｓ 12/31

12/3112/31

12/31 月

月月

月

10:30A.M.

10:30A.M.10:30A.M.

10:30A.M.

¥2,390

¥2,390¥2,390

¥2,390 　アベレージ表彰(8ステージ以上出場者)

　アベレージ表彰(8ステージ以上出場者)　アベレージ表彰(8ステージ以上出場者)

　アベレージ表彰(8ステージ以上出場者)

第13Ｓ

第13Ｓ第13Ｓ

第13Ｓ 12/31

12/3112/31

12/31 月

月月

月 1:30P.M.

1:30P.M.1:30P.M.

1:30P.M. ¥2,390

¥2,390¥2,390

¥2,390 男女別　第1位～第3位

男女別　第1位～第3位男女別　第1位～第3位

男女別　第1位～第3位

※クラシックボウラー　\1,540、一般　\2,980

※クラシックボウラー　\1,540、一般　\2,980※クラシックボウラー　\1,540、一般　\2,980

※クラシックボウラー　\1,540、一般　\2,980

レディース1位

レディース1位レディース1位

レディース1位〜

〜〜

〜３位

３位３位

３位

※クラシックボウラー　\1,540、一般　\3,380

※クラシックボウラー　\1,540、一般　\3,380※クラシックボウラー　\1,540、一般　\3,380

※クラシックボウラー　\1,540、一般　\3,380

※表示の各料金には消費税が含まれております

※表示の各料金には消費税が含まれております※表示の各料金には消費税が含まれております

※表示の各料金には消費税が含まれております

*ボウリング場貸切営業のご案内！以下の日時は全レーン貸切営業をさせていただきます。あらかじめご了承ください。

*ボウリング場貸切営業のご案内！以下の日時は全レーン貸切営業をさせていただきます。あらかじめご了承ください。*ボウリング場貸切営業のご案内！以下の日時は全レーン貸切営業をさせていただきます。あらかじめご了承ください。

*ボウリング場貸切営業のご案内！以下の日時は全レーン貸切営業をさせていただきます。あらかじめご了承ください。

12/7(金) 10:00A.M.～10:00P.M.　　12/8(土) 3:00P.M.～5:00P.M.　　12/15(土) 12:30P.M.～3:30P.M.

12/7(金) 10:00A.M.～10:00P.M.　　12/8(土) 3:00P.M.～5:00P.M.　　12/15(土) 12:30P.M.～3:30P.M.12/7(金) 10:00A.M.～10:00P.M.　　12/8(土) 3:00P.M.～5:00P.M.　　12/15(土) 12:30P.M.～3:30P.M.

12/7(金) 10:00A.M.～10:00P.M.　　12/8(土) 3:00P.M.～5:00P.M.　　12/15(土) 12:30P.M.～3:30P.M.

12月 5日（水）

12月 5日（水）12月 5日（水）

12月 5日（水）

お問合せTEL : 03-3440-1116

お問合せTEL : 03-3440-1116お問合せTEL : 03-3440-1116

お問合せTEL : 03-3440-1116

NBF東京都ダブルス選手権

NBF東京都ダブルス選手権NBF東京都ダブルス選手権

NBF東京都ダブルス選手権

JLBC会員

JLBC会員JLBC会員

JLBC会員

60歳以上の方、参加自由

60歳以上の方、参加自由60歳以上の方、参加自由

60歳以上の方、参加自由

表彰内容

表彰内容表彰内容

表彰内容

参加自由

参加自由参加自由

参加自由

12月29日（土）

12月29日（土）12月29日（土）

12月29日（土）

平日10:00A.M.～5:00P.M.

平日10:00A.M.～5:00P.M.平日10:00A.M.～5:00P.M.

平日10:00A.M.～5:00P.M.

　 武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

　 武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　 武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

　 武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

JLBC品川支部１２月度月例会

JLBC品川支部１２月度月例会JLBC品川支部１２月度月例会

JLBC品川支部１２月度月例会

8:30A.M.

8:30A.M.8:30A.M.

8:30A.M.

ルビーサークル会員

ルビーサークル会員ルビーサークル会員

ルビーサークル会員

11:30A.M.

11:30A.M.11:30A.M.

11:30A.M.

11:30A.M.

11:30A.M.11:30A.M.

11:30A.M.

D's CLUBレッスン＆練習会

D's CLUBレッスン＆練習会D's CLUBレッスン＆練習会

D's CLUBレッスン＆練習会

６０レーン使用

６０レーン使用６０レーン使用

６０レーン使用

9:30A.M.

9:30A.M.9:30A.M.

9:30A.M.

・上原正雄ﾌﾟﾛ（JPBA公認プロボウラー･日本体育協会公認コーチ）

・上原正雄ﾌﾟﾛ（JPBA公認プロボウラー･日本体育協会公認コーチ）・上原正雄ﾌﾟﾛ（JPBA公認プロボウラー･日本体育協会公認コーチ）

・上原正雄ﾌﾟﾛ（JPBA公認プロボウラー･日本体育協会公認コーチ）

¥2,100

¥2,100¥2,100

¥2,100

土休日

土休日土休日

土休日（時間についてはご相談ください）

（時間についてはご相談ください）（時間についてはご相談ください）

（時間についてはご相談ください）

土休日

土休日土休日

土休日（時間についてはご相談ください）

（時間についてはご相談ください）（時間についてはご相談ください）

（時間についてはご相談ください）

¥2,600

¥2,600¥2,600

¥2,600

¥1,700

¥1,700¥1,700

¥1,700

各クラブ月例会及び競技会スケジュール(２０１８年1２月）各クラブ月例会及び競技会スケジュール(２０１８年1２月）各クラブ月例会及び競技会スケジュール(２０１８年1２月）各クラブ月例会及び競技会スケジュール(２０１８年1２月）

備　考

備　考備　考

備　考競技会名

競技会名競技会名

競技会名開催日

開催日開催日

開催日

スタート時間

スタート時間スタート時間

スタート時間

 
◎武内インストラクタｰのｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝ(３回開催予定)

◎武内インストラクタｰのｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝ(３回開催予定)◎武内インストラクタｰのｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝ(３回開催予定)

◎武内インストラクタｰのｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝ(３回開催予定)

12月 2日（日）

12月 2日（日）12月 2日（日）

12月 2日（日）

2:00P.A.

2:00P.A.2:00P.A.

2:00P.A.

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

品川マンスリートーナメント開催要項

品川マンスリートーナメント開催要項品川マンスリートーナメント開催要項

品川マンスリートーナメント開催要項

・武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ（日本体育協会公認指導員）

・武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ（日本体育協会公認指導員）・武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ（日本体育協会公認指導員）

・武内　聡ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ（日本体育協会公認指導員）

平日10:00A.M.～5:00P.M.

平日10:00A.M.～5:00P.M.平日10:00A.M.～5:00P.M.

平日10:00A.M.～5:00P.M.

1名さま料金（30分1レーン利用）

1名さま料金（30分1レーン利用）1名さま料金（30分1レーン利用）

1名さま料金（30分1レーン利用）

◎「プライベートクリニック」　

◎「プライベートクリニック」　◎「プライベートクリニック」　

◎「プライベートクリニック」　マンツーマンレッスンでさらなるレベルアップを図りたいお客さまへ

マンツーマンレッスンでさらなるレベルアップを図りたいお客さまへマンツーマンレッスンでさらなるレベルアップを図りたいお客さまへ

マンツーマンレッスンでさらなるレベルアップを図りたいお客さまへ

料金

料金料金

料金

12・1月度マンスリートーナメントスケジュール（12月分）

12・1月度マンスリートーナメントスケジュール（12月分）12・1月度マンスリートーナメントスケジュール（12月分）

12・1月度マンスリートーナメントスケジュール（12月分）

指導者

指導者指導者

指導者

¥2,100

¥2,100¥2,100

¥2,100

　　上原　正雄ﾌﾟﾛ

　　上原　正雄ﾌﾟﾛ　　上原　正雄ﾌﾟﾛ

　　上原　正雄ﾌﾟﾛ

2:00P.A.

2:00P.A.2:00P.A.

2:00P.A.

品川メンバーズ月例会

品川メンバーズ月例会品川メンバーズ月例会

品川メンバーズ月例会

友の会・ハナハト会・法人クラブ

友の会・ハナハト会・法人クラブ友の会・ハナハト会・法人クラブ

友の会・ハナハト会・法人クラブ

12月18日（火）

12月18日（火）12月18日（火）

12月18日（火）

-

--

-

12月13日（木）

12月13日（木）12月13日（木）

12月13日（木）

ルビーサークル12月度月例会

ルビーサークル12月度月例会ルビーサークル12月度月例会

ルビーサークル12月度月例会

9:30A.M.

9:30A.M.9:30A.M.

9:30A.M.

ABBF東京支部1２月度月例会

ABBF東京支部1２月度月例会ABBF東京支部1２月度月例会

ABBF東京支部1２月度月例会

NBF品川支部1２月度交流月例会

NBF品川支部1２月度交流月例会NBF品川支部1２月度交流月例会

NBF品川支部1２月度交流月例会

10:00A.M.

10:00A.M.10:00A.M.

10:00A.M.

エンジェルアイズ月例会

エンジェルアイズ月例会エンジェルアイズ月例会

エンジェルアイズ月例会

11:00A.M.

11:00A.M.11:00A.M.

11:00A.M.

D's CLUB1２月度月例会

D's CLUB1２月度月例会D's CLUB1２月度月例会

D's CLUB1２月度月例会

60歳以上の方、参加自由

60歳以上の方、参加自由60歳以上の方、参加自由

60歳以上の方、参加自由

12月20日（木）

12月20日（木）12月20日（木）

12月20日（木） 11:00A.M.

11:00A.M.11:00A.M.

11:00A.M.

JLBC研修月例会

JLBC研修月例会JLBC研修月例会

JLBC研修月例会

JLBC会員、サポート会員

JLBC会員、サポート会員JLBC会員、サポート会員

JLBC会員、サポート会員

参加自由　一般料金\3,500

参加自由　一般料金\3,500参加自由　一般料金\3,500

参加自由　一般料金\3,500

12月 6日（木）

12月 6日（木）12月 6日（木）

12月 6日（木）

ルビーサークル会員

ルビーサークル会員ルビーサークル会員

ルビーサークル会員

12月11日（火）

12月11日（火）12月11日（火）

12月11日（火）

12月12日（水）

12月12日（水）12月12日（水）

12月12日（水）

12月23日（日）

12月23日（日）12月23日（日）

12月23日（日）

12月27日（木）

12月27日（木）12月27日（木）

12月27日（木） 2:00P.A.

2:00P.A.2:00P.A.

2:00P.A.

ルビーサークル12月度プロチャレンジマッチ

ルビーサークル12月度プロチャレンジマッチルビーサークル12月度プロチャレンジマッチ

ルビーサークル12月度プロチャレンジマッチ

12月16日（日）

12月16日（日）12月16日（日）

12月16日（日）

12:00NOON

12:00NOON12:00NOON

12:00NOON

12月 8日（土）

12月 8日（土）12月 8日（土）

12月 8日（土） 10:00A.M.

10:00A.M.10:00A.M.

10:00A.M.

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

12月 7日（金）

12月 7日（金）12月 7日（金）

12月 7日（金） 9:30A.M.

9:30A.M.9:30A.M.

9:30A.M.

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

10:30A.M.

10:30A.M.10:30A.M.

10:30A.M.

12月度 上原プロチャレンジトーナメント

12月度 上原プロチャレンジトーナメント12月度 上原プロチャレンジトーナメント

12月度 上原プロチャレンジトーナメント

参加自由！奮ってご参加ください

参加自由！奮ってご参加ください参加自由！奮ってご参加ください

参加自由！奮ってご参加ください

10:30A.M.

10:30A.M.10:30A.M.

10:30A.M.

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

第41回JLBCクイーンズオープン プリンスカップ

アマチュア選抜大会 第１、第２シフト

アマチュア選抜大会 第１、第２シフトアマチュア選抜大会 第１、第２シフト

アマチュア選抜大会 第１、第２シフト

アマチュア選抜大会 第３シフト

アマチュア選抜大会 第３シフトアマチュア選抜大会 第３シフト

アマチュア選抜大会 第３シフト

本大会予選(全ﾚｰﾝ貸切)

本大会予選(全ﾚｰﾝ貸切)本大会予選(全ﾚｰﾝ貸切)

本大会予選(全ﾚｰﾝ貸切)

決勝トーナメント

決勝トーナメント決勝トーナメント

決勝トーナメント

12/7,8の観戦には

12/7,8の観戦には12/7,8の観戦には

12/7,8の観戦には

入場券が必要です。通し券

入場券が必要です。通し券入場券が必要です。通し券

入場券が必要です。通し券

\1,500,1日券\1,000

\1,500,1日券\1,000\1,500,1日券\1,000

\1,500,1日券\1,000


