
２０１９．６　ＳＣＨＥＤＵＬＥ
日 月 火 水 木 金 土

第16回アンビシャスリーグ　8ｗ

第43回エンジョイサタデーリーグ　9ｗ

第28回ドラゴンボールリーグ　5ｗ

1 ヴェールの丘杯（3F）
第42回だいちゃんずリーグ　8ｗ

ＴＡＫＡＯ　ＣＵＰ（3F）

第144回サンデーリーグ　9ｗ 第64回ハッピーリーグ　9w 第41回ふれあいサラダリーグ　9ｗ 第77回エンジェルリーグ　4w 第3回ナイスデーリーグ　8w 第18回サンライズリーグ　10ｗ

第27回マンデーフレッシュリーグ　1ｗ 第82回かあちゃんずリーグ 10ｗ 第69回 さみどりリーグ　フェスタ 第78回フォーエバーダブルスリーグ　8ｗ 第12回ミラクルリーグ　16ｗ 第16回アンビシャスリーグ　9ｗ

第21回フレンドマンデーリーグ　3ｗ 第45回レースフラワーリーグ 7ｗ 第84回サテライトなでしこリーグ　12ｗ 第50回あすなろフレンズリーグ　1ｗ 第72回コスモスリーグ　10ｗ 第43回エンジョイサタデーリーグ　10ｗ

第1回ブラックホールリーグ　11ｗ 第21回　デ・アエルリーグ　4ｗ 第22回サーズデーリーグ　5ｗ 第28回ドラゴンボールリーグ　6ｗ

第73回あじさいリーグ　3ｗ 第21回やまゆりリーグ　15ｗ 第19回　さわやかリーグ　5ｗ 第45回スプリングリーグ 12ｗ

第45回ドリームリーグ　フェスタ 第9回　ウェンズデーリーグ　1ｗ 第32回カトレアリーグ 1ｗ

第1回mamaさんサークル　フェスタ 第4回　ゆう美会リーグ　8ｗ 第62回マーガレットリーグ　7ｗ

2 中島プロチャレンジ（3F） 3 4 第14回ペリドットリーグ　7ｗ 5 第68回コメットリーグ　5w 6 第84回フレンドスターリーグ　1ｗ 7 アフタヌーングルメTM（3F） 8
第11回月曜健康リーグ　6ｗ 第62回ひまわりリーグ 10ｗ 第34回トパーズリーグ　6ｗ 第13回わかばリーグ 8ｗ 第3回ジェミニリーグ　1ｗ

第17回フジヤマリーグ　7w 第14回はるかぜリーグ　14ｗ 第28回いちょうリーグ　1ｗ 第5回フェリックスリーグ　7ｗ 第44回ゴールデンミモザリーグ　13ｗ

第13回エメラルドリーグ 1ｗ 第18回すみれリーグ　9ｗ 第19回フライデーリーグ 7ｗ

第16回サンデースターリーグ　4ｗ 第14回　火曜ナイトリーグ　4ｗ 第12回サンセットリーグ　5ｗ

第126回高尾トリオリーグ　2ｗ 第4回エブリンリーグ 9ｗ 第53回　あんドーナツリーグ　2ｗ 第203回ABBF会社対抗リーグ　6ｗ 第9回　ブルームリーグ　8ｗ 第15回さくらリーグ 15ｗ

第14回プラチナ会 9ｗ 第107回TBAメジャーリーグ　4ｗ 第62回ローズリーグ　10ｗ 第200回　ダイヤモンドリーグ　8ｗ 第132回八王子ダブルスHDCPリーグ　12ｗ ダブルスＴＭ（3F）
第59回ファイヤーリーグ　11ｗ 第84回JUMP-UPリーグ 4ｗ 第25回シャイニングスターリーグ　9ｗ 第39回　NBF高尾リーグ　9ｗ

第144回サンデーリーグ　10ｗ 第64回ハッピーリーグ　10w 第41回ふれあいサラダリーグ　10ｗ 第77回エンジェルリーグ　5w 第3回ナイスデーリーグ　9w 第18回サンライズリーグ　フェスタ 第16回アンビシャスリーグ　10ｗ

第51期クロスオーバークラブ　11ｗ 第27回マンデーフレッシュリーグ　2ｗ 第82回かあちゃんずリーグ 11ｗ 第70回 さみどりリーグ　1ｗ 第78回フォーエバーダブルスリーグ　9ｗ 第12回ミラクルリーグ　フェスタ 第43回エンジョイサタデーリーグ　11ｗ

第21回フレンドマンデーリーグ　4ｗ 第45回レースフラワーリーグ 8ｗ 第84回サテライトなでしこリーグ　フェスタ 第50回あすなろフレンズリーグ　2ｗ 第72回コスモスリーグ　11ｗ 第28回ドラゴンボールリーグ　7ｗ

第1回ブラックホールリーグ　12ｗ 第21回　デ・アエルリーグ　5ｗ 第22回サーズデーリーグ　6ｗ

第73回あじさいリーグ　4ｗ 第21回やまゆりリーグ　フェスタ 第19回　さわやかリーグ　6ｗ 第45回スプリングリーグ フェスタ

第46回ドリームリーグ　1ｗ 第9回　ウェンズデーリーグ　2ｗ 第32回カトレアリーグ 2ｗ

第3回レディースボウリングサークル　フェスタ 第4回　ゆう美会リーグ　9ｗ 第62回マーガレットリーグ　8ｗ 第6回ルビーリーグ 5ｗ 井口プロチャレンジ（3F）
9 河西プロチャレンジ（3F） 10 第11回月曜健康リーグ　7ｗ 11 第14回ペリドットリーグ　8ｗ 12 第68回コメットリーグ　6w 13 第84回フレンドスターリーグ　2ｗ 14 15 第42回だいちゃんずリーグ　9ｗ

第17回フジヤマリーグ　8w 第62回ひまわりリーグ 11ｗ 第34回トパーズリーグ　7ｗ 第13回わかばリーグ 9ｗ 第3回ジェミニリーグ　2ｗ

第14回はるかぜリーグ　15ｗ 第28回いちょうリーグ　2ｗ 第5回フェリックスリーグ　フェスタ 第44回ゴールデンミモザリーグ　14ｗ

第13回エメラルドリーグ 2ｗ 第18回すみれリーグ　10ｗ

ルーキーズトロフィー（1F） 第7回さつきリーグ 3ｗ 第14回　火曜ナイトリーグ　5ｗ 第12回サンセットリーグ　6ｗ 浅田プロチャレンジ（3F）
第126回高尾トリオリーグ　3ｗ 第4回エブリンリーグ 10ｗ 第53回　あんドーナツリーグ　3ｗ 第203回ABBF会社対抗リーグ　7ｗ 第9回　ブルームリーグ　フェスタ 第15回さくらリーグ 16ｗ 笠原プロチャレンジ（3F）

第190期フロンティアリーグ 3ｗ 第107回TBAメジャーリーグ　5ｗ 第62回ローズリーグ　11ｗ 第200回　ダイヤモンドリーグ　9ｗ 第132回八王子ダブルスHDCPリーグ　フェスタ

第59回ファイヤーリーグ　12ｗ 第84回JUMP-UPリーグ 5ｗ 第25回シャイニングスターリーグ　10ｗ 第39回　NBF高尾リーグ　10ｗ

第144回サンデーリーグ　11ｗ 第64回ハッピーリーグ　11w 第41回ふれあいサラダリーグ　11ｗ 第77回エンジェルリーグ　6w 第3回ナイスデーリーグ　10w 第19回サンライズリーグ　1ｗ 第16回アンビシャスリーグ　11ｗ

第27回マンデーフレッシュリーグ　3ｗ 第82回かあちゃんずリーグ 12ｗ 第70回 さみどりリーグ　2ｗ 第78回フォーエバーダブルスリーグ　10ｗ 第13回ミラクルリーグ　1ｗ 第43回エンジョイサタデーリーグ　12ｗ

第21回フレンドマンデーリーグ　5ｗ 第45回レースフラワーリーグ 9ｗ 第85回サテライトなでしこリーグ　1ｗ 第50回あすなろフレンズリーグ　3ｗ 第72回コスモスリーグ　12ｗ 第28回ドラゴンボールリーグ　8ｗ

第1回ブラックホールリーグ　13ｗ 第21回　デ・アエルリーグ　6ｗ 第22回サーズデーリーグ　7ｗ

第73回あじさいリーグ　5ｗ 第22回やまゆりリーグ　1ｗ 第19回　さわやかリーグ　7ｗ 第46回スプリングリーグ 1ｗ

第46回ドリームリーグ　2ｗ 第9回　ウェンズデーリーグ　3ｗ 浅田プロチャレンジ（1F） 第32回カトレアリーグ 3ｗ

第2回mamaさんサークル　1ｗ 第4回　ゆう美会リーグ　10ｗ 第62回マーガレットリーグ　9ｗ 第6回ルビーリーグ 6ｗ ＪＬＢＣ三多摩フェスタ（3F）
16 中野カップ（3F） 17 18 第14回ペリドットリーグ　9ｗ 19 第68回コメットリーグ　7w 20 第84回フレンドスターリーグ　3ｗ 21 アフタヌーンチャレンジTM（3F） 22 第42回だいちゃんずリーグ　10ｗ

第11回月曜健康リーグ　8ｗ 第62回ひまわりリーグ 12ｗ 第34回トパーズリーグ　8ｗ 第13回わかばリーグ 10ｗ

第17回フジヤマリーグ　9w 第14回はるかぜリーグ　16ｗ 第28回いちょうリーグ　3ｗ 第6回フェリックスリーグ　1ｗ 第44回ゴールデンミモザリーグ　15ｗ

高尾ポテト杯（3F） 第13回エメラルドリーグ 3ｗ 第18回すみれリーグ　フェスタ 第19回フライデーリーグ 8ｗ

第14回　火曜ナイトリーグ　6ｗ 第12回サンセットリーグ　7ｗ

第16回サンデースターリーグ　5ｗ 第4回エブリンリーグ 11ｗ 第53回　あんドーナツリーグ　4ｗ 第203回ABBF会社対抗リーグ　8ｗ 第10回　ブルームリーグ　1ｗ 第15回さくらリーグ フェスタ カラーピンチャレンジ（3F）
第126回高尾トリオリーグ　4ｗ 第14回プラチナ会 10ｗ 第107回TBAメジャーリーグ　6ｗ 第62回ローズリーグ　12ｗ 第200回　ダイヤモンドリーグ　10ｗ 第133回八王子ダブルスHDCPリーグ　1ｗ

第59回ファイヤーリーグ　13ｗ 第84回JUMP-UPリーグ 6ｗ 第25回シャイニングスターリーグ　フェスタ 第39回　NBF高尾リーグ　11ｗ

第64回ハッピーリーグ　12w 第41回ふれあいサラダリーグ　12ｗ 第77回エンジェルリーグ　7w 第3回ナイスデーリーグ　フェスタ 第19回サンライズリーグ　2ｗ

第27回マンデーフレッシュリーグ　4ｗ 第82回かあちゃんずリーグ フェスタ 第70回 さみどりリーグ　3ｗ 第78回フォーエバーダブルスリーグ　11ｗ 第13回ミラクルリーグ　2ｗ 第16回アンビシャスリーグ　12ｗ

第21回フレンドマンデーリーグ　6ｗ 第45回レースフラワーリーグ 10ｗ 第85回サテライトなでしこリーグ　2ｗ 第50回あすなろフレンズリーグ　4ｗ 第72回コスモスリーグ　フェスタ 第43回エンジョイサタデーリーグ　13ｗ

第1回ブラックホールリーグ　14ｗ 第21回　デ・アエルリーグ　7ｗ 第22回サーズデーリーグ　8ｗ 第28回ドラゴンボールリーグ　9ｗ

第73回あじさいリーグ　6ｗ 第22回やまゆりリーグ　2ｗ 第19回　さわやかリーグ　8ｗ 第46回スプリングリーグ 2ｗ

第46回ドリームリーグ　3ｗ 第9回　ウェンズデーリーグ　4ｗ 第32回カトレアリーグ 4ｗ

第4回レディースボウリングサークル　1ｗ 第4回　ゆう美会リーグ　11ｗ 第62回マーガレットリーグ　10ｗ

23 ＮＢＦ都大会（1Ｆ+3F） 24 第11回月曜健康リーグ　9ｗ 25 第14回ペリドットリーグ　10ｗ 26 第68回コメットリーグ　8w 27 第84回フレンドスターリーグ　4ｗ 28 吾郷プロと楽しく投げよう（3F） 29 安藤プロチャレンジ（3F）
第17回フジヤマリーグ　フェスタ 第62回ひまわりリーグ フェスタ 第34回トパーズリーグ　9ｗ 第13回わかばリーグ 11ｗ 第3回ジェミニリーグ　3ｗ 第42回だいちゃんずリーグ　フェスタ

第14回はるかぜリーグ　17ｗ 第28回いちょうリーグ　4ｗ 第6回フェリックスリーグ　2ｗ 第44回ゴールデンミモザリーグ　16ｗ

第13回エメラルドリーグ 4ｗ 第19回すみれリーグ　1ｗ

ルーキーズトロフィー（1F） 第7回さつきリーグ 4ｗ 第14回　火曜ナイトリーグ　7ｗ 第12回サンセットリーグ　8ｗ

第126回高尾トリオリーグ　5ｗ 第4回エブリンリーグ 12ｗ 第53回　あんドーナツリーグ　5ｗ 第203回ABBF会社対抗リーグ　9ｗ 第10回　ブルームリーグ　2ｗ 第16回さくらリーグ 1ｗ 渋谷スタッフチャレンジ（3F）
第190期フロンティアリーグ 4ｗ 第107回TBAメジャーリーグ　7ｗ 第62回ローズリーグ　フェスタ 第200回　ダイヤモンドリーグ　フェスタ 第133回八王子ダブルスHDCPリーグ　2ｗ

第59回ファイヤーリーグ　14ｗ 第84回JUMP-UPリーグ 7ｗ 第26回シャイニングスターリーグ　1ｗ 第39回　NBF高尾リーグ　12ｗ

第144回サンデーリーグ　12ｗ 第64回ハッピーリーグ　13w 第41回ふれあいサラダリーグ　13ｗ 第77回エンジェルリーグ　8w 第4回ナイスデーリーグ　1ｗ 第19回サンライズリーグ　3ｗ

第51期クロスオーバークラブ　フェスティバル 第27回マンデーフレッシュリーグ　5ｗ 第83回かあちゃんずリーグ 1ｗ 第70回 さみどりリーグ　4ｗ 第78回フォーエバーダブルスリーグ　12ｗ 第13回ミラクルリーグ　3ｗ 第16回アンビシャスリーグ　13ｗ

第21回フレンドマンデーリーグ　7ｗ 第45回レースフラワーリーグ 11ｗ 第85回サテライトなでしこリーグ　3ｗ 第50回あすなろフレンズリーグ　5ｗ 第73回コスモスリーグ　1ｗ 第43回エンジョイサタデーリーグ　14ｗ

第1回ブラックホールリーグ　15ｗ 第21回　デ・アエルリーグ　8ｗ 第22回サーズデーリーグ　9ｗ 第28回ドラゴンボールリーグ　10ｗ

第73回あじさいリーグ　7ｗ 第22回やまゆりリーグ　3ｗ 第19回　さわやかリーグ　9ｗ 第46回スプリングリーグ 3ｗ

第46回ドリームリーグ　4ｗ 第9回　ウェンズデーリーグ　5ｗ 第32回カトレアリーグ 5ｗ

7 7 第2回mamaさんサークル　2ｗ 7 第4回　ゆう美会リーグ　フェスタ 7 第62回マーガレットリーグ　11ｗ 7 7
30 中島プロチャレンジ（3F） ／ ／ 第14回ペリドットリーグ　フェスタ ／ 第68回コメットリーグ　9w ／ 第84回フレンドスターリーグ　5ｗ ／ アフタヌーングルメTM（3F） ／ ヴェールの丘杯（3F）

1 第11回月曜健康リーグ　10ｗ 2 第63回ひまわりリーグ 1ｗ 3 第34回トパーズリーグ　10ｗ 4 第13回わかばリーグ 12ｗ 5 6 第43回だいちゃんずリーグ　1ｗ

第18回フジヤマリーグ　1ｗ 第14回はるかぜリーグ　18ｗ 第28回いちょうリーグ　5ｗ 第6回フェリックスリーグ　3ｗ 第44回ゴールデンミモザリーグ　フェスタ

第13回エメラルドリーグ 5ｗ 第19回すみれリーグ　2ｗ 第19回フライデーリーグ 9ｗ

ルーキーズチャレンジ（1F） 第14回　火曜ナイトリーグ　8ｗ 第12回サンセットリーグ　9ｗ

第126回高尾トリオリーグ　6ｗ 第4回エブリンリーグ フェスタ 第53回　あんドーナツリーグ　6ｗ 第203回ABBF会社対抗リーグ　10ｗ 第10回　ブルームリーグ　3ｗ 第16回さくらリーグ 2ｗ

第14回プラチナ会 11ｗ 第107回TBAメジャーリーグ　8ｗ 第63回ローズリーグ　1ｗ 第201回　ダイヤモンドリーグ　1ｗ 第133回八王子ダブルスHDCPリーグ　3ｗ ＴＡＫＡＯ　ＣＵＰ（3F）
第59回ファイヤーリーグ　フェスタ 第84回JUMP-UPリーグ 8ｗ 第26回シャイニングスターリーグ　2ｗ 第40回　NBF高尾リーグ　1ｗ

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 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 レースフラワーリーグ 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 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 ブラックホールリーグ デ・アエルリーグ・さわやかリーグ ナイスデーリーグ スプリングリーグ・カトレアリーグ １０：００受付・練習 １０：３０スタート

練習会 ８：００ フレンドマンデーリーグ 10：15受付・練習 10：45スタート 10：30受付・練習 11：00スタート 10：00受付・練習 10：15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
やまゆりリーグ コメットクラブリーグ・トパーズリーグ サーズデーリーグ １０：３０受付・練習 １０：５０スタート

１０：３０受付・練習 １１：００スタート いちょうリーグ・ウェンズデーリーグ 10：30受付・練習 11：00スタート
10：30受付・練習 11：00スタート 火曜ﾚﾃﾞｨｰｽｻｰｸﾙ・mamaさんｻｰｸﾙ ゆう美会リーグ ミラクルリーグ

あじさいリーグ・ドリームリーグ 11：00受付・練習 11：30スタート １３：３０受付・練習 １４：００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 ペリドットリーグ すみれリーグ 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 13：00受付・練習 13：30スタート 14：00受付・練習 14：30スタート 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 ひまわりリーグ わかばリーグ ジェミニリーグ

フジヤマリーグ 13：20受付・練習 13：50スタート １３：３０受付・練習 １４：００スタート 13：00受付・練習 13：30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 はるかぜリーグ フェリックスリーグ 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 14：00受付・練習 １４：30スタート

ルーキーズトロフィー 14：00受付・練習 14：30スタート 16：30受付・練習　17：00スタート １４：００受付・練習 １４：３０スタート
19：15～受付 エメラルドリーグ サンセットリーグ

19：30～20：00　練習 14：30受付・練習 15：00スタート 18：30受付・練習　19：00スタート
20:00スタート さつきリーグ 火曜ナイトリーグ 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 18：30受付・練習 19：00スタート 18：30受付・練習 19：00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 エブリンリーグ あんドーナツリーグ 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 19:30受付 20：00スタート １９：３０受付・練習 ２０：００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 フロンティアリーグ・プラチナ会 ＴＢＡメジャーリーグ 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 ２０：３０スタート ２０：００受付 ２０：３０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

ファイヤーリーグ

２０：３０受付 ２１：００スタート


