
２０１８．１　ＳＣＨＥＤＵＬＥ
日 月 火 水 木 金 土

第91回ＱＵＥＥＮ’Ｓリーグ 1ｗ 浅田プロチャレ（3F）
第44回あすなろフレンズリーグ　7ｗ 第11回サンライズリーグ　フェスタ 第12回アンビシャスリーグ　9ｗ

坂内プロ＆酒井プロチャレ（3F） 坂本かやプロチャレ（3F） 坂本かやプロチャレ（3F） 第38回エンジョイサタデーリーグ　2ｗ

第67回コスモスリーグ　7ｗ 第23回ドラゴンボールリーグ　1ｗ

第56回ハイビスカスリーグ 16ｗ

第39回スプリングリーグ 12ｗ

1 2 3 4 第57回マーガレットリーグ　9ｗ 5 第26回カトレアリーグ 6ｗ 6 ヴェールの丘（3F）
第77回フレンドスターリーグ　6ｗ アフタヌーングルメ（3F） 第36回だいちゃんずリーグ　フェスタ

第40回ゴールデンミモザリーグ　8ｗ

第16回フライデーリーグ 1ｗ

初夢トーナメント（3F） お年玉トーナメント（3F） あけましておめでトーナメント（3F） 坂本詩緒里プロチャレ（3F） 開運トーナメント（3F） ＴＡＫＡＯ　ＣＵＰ（3F）

第139回サンデーリーグ　1ｗ 第59回ハッピーリーグ　12ｗ 第37回ふれあいサラダリーグ　1ｗ 第71回エンジェルリーグ　8w 第91回ＱＵＥＥＮ’Ｓリーグ 2ｗ 第12回サンライズリーグ　1ｗ

第20回マンデーフレッシュリーグ　3w 第77回かあちゃんずリーグ 1ｗ 第61回 さみどりリーグ　3ｗ 第72回フォーエバーダブルスリーグ　5ｗ 第7回ミラクルリーグ　10ｗ 第12回アンビシャスリーグ　10ｗ

笠原プロチャレンジ（3Ｆ） 第15回フレンドマンデーリーグ　5ｗ 第40回レースフラワーリーグ 1ｗ 第79回サテライトなでしこリーグ　5ｗ 第44回あすなろフレンズリーグ　8ｗ 第67回コスモスリーグ　8ｗ 第38回エンジョイサタデーリーグ　3ｗ

第28回サファイアリーグ　12ｗ 第15回　デ・アエルリーグ　11w 第17回サーズデーリーグ　3ｗ 第56回ハイビスカスリーグ フェスタ 第23回ドラゴンボールリーグ　2ｗ

第67回あじさいリーグ フェスタ 第17回やまゆりリーグ　3ｗ 第13回　さわやかリーグ　12ｗ 第39回スプリングリーグ フェスタ

第40回ドリームリーグ　8ｗ 第7回サザンカリーグ　13ｗ 第2回　ウェンズデーリーグ　5ｗ 第26回カトレアリーグ 7ｗ

第1回ルビークラブ 10ｗ

7 中島プロチャレンジ（3Ｆ） 8 第6回月曜健康リーグ　12ｗ 9 第8回ペリドットリーグ　2ｗ 10 第61回コメットリーグ　3ｗ 11 第57回マーガレットリーグ　10ｗ 12 ビギナートーナメント（3F） 13 酒井プロチャレ（3F）
フジヤマリーグ　初投げ 第57回ひまわりリーグ 1ｗ 第28回トパーズリーグ　14ｗ 第77回フレンドスターリーグ　7ｗ イヤリーチャンピオン 第37回だいちゃんずリーグ　1w

第3回さつきリーグ 3ｗ 第11回はるかぜリーグ 6ｗ 第22回いちょうリーグ　2ｗ 第9回わかばリーグ 15w グローイング部門（3F）
第7回エメラルドリーグ 4ｗ 第12回すみれリーグ　9ｗ 第40回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

第9回　火曜ナイトリーグ　5ｗ 第7回サンセットリーグ　10ｗ 第4回　ブルームリーグ　5ｗ 第11回夕焼けリーグ 1w

第12回サンデースターリーグ　1ｗ 第182期フロンティアリーグ 1ｗ 第47回　あんドーナツリーグ　8ｗ ABBF会社対抗リーグ 初投げ ダイヤモンドリーグ　初投げ 第11回さくらリーグ 11ｗ ダブルスＴＭ（3F）
高尾トリオリーグ　初投げ 第57回ローズリーグ　1ｗ 第19回シャイニングスターリーグ　8ｗ 第127回八王子ダブルスHDCPリーグ 4ｗ

第54回ファイヤーリーグ　6ｗ 第77回JUMP-UPリーグ 2ｗ 第34回　NBF高尾リーグ　18ｗ

第139回サンデーリーグ　2ｗ 第59回ハッピーリーグ　13ｗ 第37回ふれあいサラダリーグ　2ｗ 第71回エンジェルリーグ　9w 第91回ＱＵＥＥＮ’Ｓリーグ 3ｗ 第12回サンライズリーグ　2ｗ

第49期クロスオーバークラブ　1ｗ 第20回マンデーフレッシュリーグ　4w 第77回かあちゃんずリーグ 2ｗ 第61回 さみどりリーグ　4ｗ 第72回フォーエバーダブルスリーグ　6ｗ 第7回ミラクルリーグ　フェスタ 第12回アンビシャスリーグ　11ｗ

第15回フレンドマンデーリーグ　6ｗ 第40回レースフラワーリーグ 2ｗ 第79回サテライトなでしこリーグ　6ｗ 第44回あすなろフレンズリーグ　9ｗ 第67回コスモスリーグ　9ｗ 第38回エンジョイサタデーリーグ　4ｗ

第28回サファイアリーグ　フェスタ 第15回　デ・アエルリーグ　12w 第17回サーズデーリーグ　4ｗ 第57回ハイビスカスリーグ 1ｗ 第23回ドラゴンボールリーグ　3ｗ

第68回あじさいリーグ 1ｗ 第17回やまゆりリーグ　4ｗ 第13回　さわやかリーグ　フェスタ 第40回スプリングリーグ 1ｗ

第40回ドリームリーグ　フェスタ 第7回サザンカリーグ　14ｗ 第2回　ウェンズデーリーグ　6ｗ 第26回カトレアリーグ 8ｗ

14 イヤリーチャンピオン 15 第6回月曜健康リーグ　13ｗ 16 第8回ペリドットリーグ　3ｗ 17 第61回コメットリーグ　4ｗ 18 第57回マーガレットリーグ　11ｗ 19 第1回ルビークラブ フェスタ 20 ＪＬＢＣ月例会（3F）
クラシック部門（3F） 第12回フジヤマリーグ　12ｗ 第57回ひまわりリーグ 2ｗ 第28回トパーズリーグ　フェスタ 第77回フレンドスターリーグ　8ｗ 吾郷プロと投げようTM（3F） 第37回だいちゃんずリーグ　2w

第11回はるかぜリーグ 7ｗ 第22回いちょうリーグ　3ｗ 第9回わかばリーグ 16w 第40回ゴールデンミモザリーグ　10ｗ

第7回エメラルドリーグ 5ｗ 第12回すみれリーグ　10ｗ 夕暮れ浅田プロチャレ（3F） 第16回フライデーリーグ 2ｗ

第15回ブリリアントリーグ 2w 第9回　火曜ナイトリーグ　6ｗ 第7回サンセットリーグ　11ｗ 第4回　ブルームリーグ　6ｗ

ルーキーズトロフィー（1F） 第31回エビスリーグ　5w 第47回　あんドーナツリーグ　9ｗ 第198回ABBF会社対抗リーグ　1ｗ 第195回　ダイヤモンドリーグ　1ｗ 第11回さくらリーグ 12ｗ

高尾トリオリーグ　イヤリー大会 第12回プラチナ会 6ｗ 第102回TBAメジャーリーグ 15ｗ 第57回ローズリーグ　2ｗ 第19回シャイニングスターリーグ　9ｗ 第127回八王子ダブルスHDCPリーグ 5ｗ 笠原プロチャレ（3F）
第54回ファイヤーリーグ　7ｗ 第77回JUMP-UPリーグ 3ｗ 浅田プロチャレ（3F） 第34回　NBF高尾リーグ　フェスタ

第139回サンデーリーグ　3ｗ 第59回ハッピーリーグ　14ｗ 第37回ふれあいサラダリーグ　3ｗ 第71回エンジェルリーグ　10w 第91回ＱＵＥＥＮ’Ｓリーグ 4ｗ 第12回サンライズリーグ　3ｗ

第20回マンデーフレッシュリーグ　5w 第77回かあちゃんずリーグ 3ｗ 第61回 さみどりリーグ　5ｗ 第72回フォーエバーダブルスリーグ　7ｗ 第8回ミラクルリーグ　1ｗ 第12回アンビシャスリーグ　12ｗ

第15回フレンドマンデーリーグ　7ｗ 第40回レースフラワーリーグ 3ｗ 第79回サテライトなでしこリーグ　7ｗ 第44回あすなろフレンズリーグ　10ｗ 第67回コスモスリーグ　10ｗ 第38回エンジョイサタデーリーグ　5ｗ

第29回サファイアリーグ　1ｗ 第15回　デ・アエルリーグ　フェスタ 第17回サーズデーリーグ　5ｗ 第57回ハイビスカスリーグ 2ｗ 第23回ドラゴンボールリーグ　4ｗ

第68回あじさいリーグ 2ｗ 第17回やまゆりリーグ　5ｗ 第14回　さわやかリーグ　1ｗ 第40回スプリングリーグ 2ｗ

イヤリーチャンピオン 第41回ドリームリーグ　1ｗ 第7回サザンカリーグ　フェスタ 第2回　ウェンズデーリーグ　7ｗ 第26回カトレアリーグ 9ｗ

21 レギュラー部門（3F） 22 第6回月曜健康リーグ　14ｗ 23 第8回ペリドットリーグ　4ｗ 24 第61回コメットリーグ　5ｗ 25 26 野菜持ってけTM（3F） 27 つきじ杯（3F）
第12回フジヤマリーグ　13ｗ 第57回ひまわりリーグ 3ｗ 第29回トパーズリーグ　1ｗ 河西プロチャレ（3F） 第40回ゴールデンミモザリーグ　11ｗ 第37回だいちゃんずリーグ　3w

第3回さつきリーグ 4ｗ 第11回はるかぜリーグ 8ｗ 第22回いちょうリーグ　4ｗ 第9回わかばリーグ 17w

第7回エメラルドリーグ 6ｗ 第12回すみれリーグ　11ｗ

第15回ブリリアントリーグ 3w 第9回　火曜ナイトリーグ　7ｗ 第7回サンセットリーグ　12ｗ 第11回夕焼けリーグ 2w

第12回サンデースターリーグ　2ｗ 第182期フロンティアリーグ 2ｗ 第47回　あんドーナツリーグ　10ｗ 第198回ABBF会社対抗リーグ　2ｗ 第195回　ダイヤモンドリーグ　2ｗ 第11回さくらリーグ フェスタ

第121回高尾トリオリーグ　1w 第102回TBAメジャーリーグ 16ｗ 第57回ローズリーグ　3ｗ 第127回八王子ダブルスHDCPリーグ 6ｗ カラーピンＴＭ（3F）
第54回ファイヤーリーグ　8ｗ 第77回JUMP-UPリーグ 4ｗ 第35回　NBF高尾リーグ　1ｗ

第139回サンデーリーグ　4ｗ 第59回ハッピーリーグ　15ｗ 第37回ふれあいサラダリーグ　4ｗ 第71回エンジェルリーグ　11w 第91回ＱＵＥＥＮ’Ｓリーグ 5ｗ 第12回サンライズリーグ　4ｗ

第49期クロスオーバークラブ　2ｗ 第20回マンデーフレッシュリーグ　6w 第77回かあちゃんずリーグ 4ｗ 第61回 さみどりリーグ　6ｗ 第72回フォーエバーダブルスリーグ　8ｗ 第8回ミラクルリーグ　2ｗ 第12回アンビシャスリーグ　13ｗ

第15回フレンドマンデーリーグ　8ｗ 第40回レースフラワーリーグ 4ｗ 第79回サテライトなでしこリーグ　8ｗ 第44回あすなろフレンズリーグ　11ｗ 第67回コスモスリーグ　フェスタ 第38回エンジョイサタデーリーグ　6ｗ

第29回サファイアリーグ　2ｗ 第16回　デ・アエルリーグ　1ｗ 第17回サーズデーリーグ　6ｗ 第57回ハイビスカスリーグ 3ｗ 第23回ドラゴンボールリーグ　5ｗ

第68回あじさいリーグ 3ｗ 第17回やまゆりリーグ　6ｗ 第14回　さわやかリーグ　2ｗ 第40回スプリングリーグ 3ｗ

第41回ドリームリーグ　2ｗ 第8回サザンカリーグ　1ｗ 第2回　ウェンズデーリーグ　8ｗ 2 2 第26回カトレアリーグ 10ｗ 2
28 中島プロチャレ（3F） 29 第6回月曜健康リーグ　フェスタ 30 第8回ペリドットリーグ　5ｗ 31 第61回コメットリーグ　6ｗ ／ 第57回マーガレットリーグ　12ｗ ／ イヤリーチャンピオン ／ ヴェールの丘（3F）

第12回フジヤマリーグ　14ｗ 第57回ひまわりリーグ 4ｗ 第29回トパーズリーグ　2ｗ 1 第77回フレンドスターリーグ　9ｗ 2 フレッシュ部門（3F） 3 第37回だいちゃんずリーグ　4w

第11回はるかぜリーグ 9ｗ 第22回いちょうリーグ　5ｗ 第9回わかばリーグ 18w 第40回ゴールデンミモザリーグ　12ｗ

第7回エメラルドリーグ 7ｗ 第12回すみれリーグ　12ｗ 第16回フライデーリーグ 3ｗ

酒井プロチャレ（3F） 第7回サンセットリーグ　13ｗ 第4回　ブルームリーグ　7ｗ

第15回ブリリアントリーグ 4w 第9回　火曜ナイトリーグ　8ｗ 第198回ABBF会社対抗リーグ　3ｗ 第195回　ダイヤモンドリーグ　3ｗ 第12回さくらリーグ 1ｗ ＴＡＫＡＯ　ＣＵＰ（3F）
ルーキーズトロフィー（1F） フィフス　ファイブＴＭ（3F） 第47回　あんドーナツリーグ　フェスタ 第57回ローズリーグ　4ｗ 第19回シャイニングスターリーグ　10ｗ 第127回八王子ダブルスHDCPリーグ 7ｗ

第121回高尾トリオリーグ　2w 第12回プラチナ会 7ｗ 第102回TBAメジャーリーグ　フェスタ 第77回JUMP-UPリーグ 5ｗ 第35回　NBF高尾リーグ　2ｗ

第54回ファイヤーリーグ　9ｗ

第139回サンデーリーグ　5ｗ 第59回ハッピーリーグ　16ｗ 第37回ふれあいサラダリーグ　5ｗ 第71回エンジェルリーグ　12w 第91回ＱＵＥＥＮ’Ｓリーグ 6ｗ 第12回サンライズリーグ　5ｗ

第20回マンデーフレッシュリーグ　7w 第77回かあちゃんずリーグ 5ｗ 第61回 さみどりリーグ　7ｗ 第72回フォーエバーダブルスリーグ　9ｗ 第8回ミラクルリーグ　3ｗ 第12回アンビシャスリーグ　14ｗ

第15回フレンドマンデーリーグ　9ｗ 第40回レースフラワーリーグ 5ｗ 第79回サテライトなでしこリーグ　9ｗ 第44回あすなろフレンズリーグ　12ｗ 第68回コスモスリーグ　1ｗ

第29回サファイアリーグ　3ｗ 第16回　デ・アエルリーグ　2ｗ 第17回サーズデーリーグ　7ｗ 第57回ハイビスカスリーグ 4ｗ

第68回あじさいリーグ 4ｗ 第17回やまゆりリーグ　7ｗ 第14回　さわやかリーグ　3ｗ 第40回スプリングリーグ 4ｗ

2 2 第41回ドリームリーグ　3ｗ 2 第8回サザンカリーグ　2ｗ 2 第2回　ウェンズデーリーグ　フェスタ 2 2 第26回カトレアリーグ 11ｗ 2
／ ／ 第7回月曜健康リーグ　1ｗ ／ 第8回ペリドットリーグ　6ｗ ／ 第61回コメットリーグ　7ｗ ／ 第57回マーガレットリーグ　フェスタ ／ ビギナートーナメント（3F） ／ 浅田プロチャレ（3F）
4 5 第12回フジヤマリーグ　15ｗ 6 第57回ひまわりリーグ 5ｗ 7 第29回トパーズリーグ　3ｗ 8 第77回フレンドスターリーグ　10ｗ 9 アフタヌーングルメ（3F） 10 第37回だいちゃんずリーグ　5w

第3回さつきリーグ 5ｗ 第11回はるかぜリーグ 10ｗ 第22回いちょうリーグ　6ｗ 第9回わかばリーグ フェスタ

第7回エメラルドリーグ 8ｗ 第12回すみれリーグ　フェスタ 第40回ゴールデンミモザリーグ　13ｗ

第9回　火曜ナイトリーグ　9ｗ 第7回サンセットリーグ　14ｗ 第4回　ブルームリーグ　8ｗ 第11回夕焼けリーグ 3w

第12回サンデースターリーグ　3ｗ 第182期フロンティアリーグ 3ｗ 第48回　あんドーナツリーグ　1ｗ 第198回ABBF会社対抗リーグ　4ｗ 第195回　ダイヤモンドリーグ　4ｗ 第12回さくらリーグ 2ｗ ダブルスＴＭ（3F）
第121回高尾トリオリーグ　3w 第31回エビスリーグ　6w 第103回TBAメジャーリーグ　1ｗ 第57回ローズリーグ　5ｗ 第19回シャイニングスターリーグ　フェスタ 第127回八王子ダブルスHDCPリーグ 8ｗ

第54回ファイヤーリーグ　10ｗ 第77回JUMP-UPリーグ 6ｗ 第35回　NBF高尾リーグ　3ｗ

サンデーリーグ ハッピーリーグ ふれあいサラダリーグ・かあちゃんずリーグ エンジェルリーグ・さみどりリーグ ＱＵＥＥＮ’Ｓリーグ・あすなろフレンズリーグ サンライズリーグ
8:00～8：30　受付・練習　8：30スタート １０：００受付・練習 １０：３０スタート レースフワラーリーグ・サファイアリーグ サテライトなでしこリーグ フォーエバーダブルスリーグ 8：00受付・練習 8：30スタート

高尾クロスオーバークラブ マンデーフレッシュリーグ １０：００受付・練習 １０：３０スタート １０：００受付・練習 １０：３０スタート １０：００受付・練習 １０：３０スタート コスモスリーグ・ハイビスカスリーグ アンビシャスリーグ
Ｔ／Ｍ  ９：３０スタート １０：００受付・練習 １０：２５スタート やまゆりリーグ・サザンカリーグ デ・アエルリーグ・さわやかリーグ サーズデーリーグ スプリングリーグ・カトレアリーグ １０：００受付・練習 １０：２５スタート

練習会 ８：００ フレンドマンデーリーグ １０：３０受付・練習 １１：００スタート 10：30受付・練習 11：00スタート 10：30受付・練習 11：00スタート １０：００受付・練習 １０：３０スタート エンジョイサタデーリーグ
10：30受付・練習 11：00スタート ペリドットリーグ ミラクルリーグ １０：３０受付・練習 １０：５０スタート

あじさいリーグ・ドリームリーグ 13：00受付・練習 13：30スタート 11:00受付・練習 11:30スタート ドラゴンボールリーグ
１３：３０受付・練習 １４：００スタート ひまわりリーグ コメットクラブリーグ・トパーズリーグ マーガレットリーグ・フレンドスターリーグ ルビークラブ 10：30受付・練習 11：00スタート

月曜健康リーグ 13：20受付・練習 13：50スタート いちょうリーグ・ウェンズデーリーグ １３：００受付・練習 １３：３０スタート 10：30受付・練習 11：00スタート
12：30受付・練習 13：00スタート はるかぜリーグ １３：３０受付・練習 １４：００スタート わかばリーグ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾐﾓｻﾞﾘｰｸﾞ・ﾌﾗｲﾃﾞｰﾘｰｸﾞ

フジヤマリーグ 14：00受付・練習 14：30スタート すみれリーグ １３：３０受付・練習 １４：００スタート １４：００受付・練習 １４：３０スタート だいちゃんずリーグ
14：30受付・練習 15：00スタート エメラルドリーグ 14：00受付・練習 14：30スタート 夕焼けリーグ 14：00受付・練習 １４：30スタート

ルーキーズトロフィー 14：30受付・練習 15：00スタート 15：30受付 16：15スタート
19：15～受付 さつきリーグ 火曜ナイトリーグ サンセットリーグ

19：30～20：00　練習 18：30受付・練習 19：00スタート 18：30受付・練習 19：00スタート 18：30受付・練習　19：00スタート
20:00スタート エビスリーグ あんドーナツリーグ ＡＢＢＦ会社対抗リーグ ブルームリーグ さくらリーグ

サンデースターリーグ ２０：００スタート １９：３０受付・練習 ２０：００スタート １９：００スタート １８：３０受付・練習 １９：００スタート 20：30受付・練習 21：00スタート
20：00受付・練習 20：30スタート フロンティアリーグ・プラチナ会 ＴＢＡメジャーリーグ ローズリーグ ダイヤモンドリーグ 八王子ダブルスＨＣリーグ

高尾トリオリーグ ２０：００受付 ２０：３０スタート ２０：００受付 ２０：３０スタート 20：25　スタート 19:30受付 20:00スタート ２０：４０受付 ２１：００スタート
20:00～20:30受付 ・練習会 ブリリアントリーグ ファイヤーリーグ 高尾ＪＵＭＰ－ＵＰリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

20:30スタート ２０：００受付 ２０：３５スタート ２０：３０受付 ２１：００スタート ２１：１５受付 ２１：３０スタート 20：00受付・練習 20：30スタート ２１：００受付 ２１：１５スタート


