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～9/30の期間は　8：00～20：00までの時短営業となります（リーグ・トーナメントは21：00まで）。夜のリーグ戦の開催の有無・開催時間に関しては、各リーグ担当者にご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土
第86回エンジェルリーグ　6ｗ 第11回ナイスデーリーグ　7ｗ 第27回サンライズリーグ　4w

第77回 さみどりリーグ　13ｗ 第87回フォーエバーダブルスリーグ　4w 第21回ミラクルリーグ　9ｗ 第22回アンビシャスリーグ　12ｗ

第92回サテライトなでしこリーグ　7ｗ 第57回あすなろフレンズリーグ　3ｗ 第5回オーロラリーグ　1ｗ 第49回エンジョイサタデーリーグ　6ｗ

第29回　デ・アエルリーグ　6ｗ 第7回きらめきリーグ　10ｗ 第36回ドラゴンボールリーグ　1ｗ

第27回　さわやかリーグ　2ｗ 第31回サーズデーリーグ　6ｗ 第54回スプリングリーグ 1ｗ ビギナー対象
第8回トゥウィンクル☆サーズデーリーグ　5ｗ 第41回カトレアリーグ 10ｗ 井口プロと投げよう（3F）

第13回　ゆう美会リーグ　8ｗ 第7回オオルリリーグ 1ｗ

1 第76回コメットリーグ　6ｗ 2 第70回マーガレットリーグ　7ｗ 3 アフタヌーングルメ（3F） 4 ヴェールの丘杯（3F）
第42回トパーズリーグ　3ｗ 第92回フレンドスターリーグ　9ｗ 第7回オリーブリーグ　2ｗ 第50回ターキーズリーグ　6w

第36回いちょうリーグ　10ｗ 第18回わかばリーグ 11ｗ 第50回ゴールデンミモザリーグ　8ｗ

第27回すみれリーグ　9ｗ 第14回フェリックスリーグ　8ｗ 第24回フライデーリーグ フェスタ 第18回ミラモンリーグ　フェスタ

第10回ジェミニリーグ　8ｗ 第8回サタデーナイトリーグ　6ｗ

第24回サンセットリーグ　1ｗ

第210回ABBF会社対抗リーグ　9ｗ 第18回　ブルームリーグ　3ｗ 第22回さくらリーグ　2ｗ

第1回ローズ（ダブルス）リーグ　6ｗ 第208回ダイヤモンドリーグ　12ｗ 訳アリ品トーナメント（3F） TAKAO　CUP（3F）
シャイニングスターリーグ

第152回サンデーリーグ　1ｗ 第71回ハッピーリーグ　8ｗ 第86回エンジェルリーグ　7ｗ 第11回ナイスデーリーグ　8ｗ 第27回サンライズリーグ　5w

第35回マンデーフレッシュリーグ　5ｗ 第48回ふれあいサラダリーグ　フェスタ 第77回 さみどりリーグ　14ｗ 第87回フォーエバーダブルスリーグ　5w 第21回ミラクルリーグ　10ｗ 第22回アンビシャスリーグ　13ｗ

第27回フレンドマンデーリーグ　10ｗ 第8回Reiwaリーグ 12ｗ 第92回サテライトなでしこリーグ　8ｗ 第57回あすなろフレンズリーグ　4ｗ 第49回エンジョイサタデーリーグ　7ｗ

第4回ムササビリーグ　6ｗ 第7回サファイアリーグ　12ｗ 第29回　デ・アエルリーグ　7ｗ 第7回きらめきリーグ　11ｗ 第36回ドラゴンボールリーグ　2ｗ

第80回あじさいリーグ　1ｗ 第27回やまゆりリーグ　フェスタ 第27回　さわやかリーグ　3ｗ 第31回サーズデーリーグ　7ｗ 第54回スプリングリーグ 2ｗ

第18回月曜健康リーグ　1ｗ 第8回トゥウィンクル☆サーズデーリーグ　6ｗ 第41回カトレアリーグ フェスタ

第25回フジヤマリーグ　フェスタ 第5回Ｐ.Ｂ.Ｓ.リーグ　フェスタ 第13回　ゆう美会リーグ　9ｗ 第7回オオルリリーグ 2ｗ

5 河西プロチャレンジ（3F） 6 アフタヌーングルメ（3F） 7 第23回ペリドットリーグ　9ｗ 8 第76回コメットリーグ　7ｗ 9 第70回マーガレットリーグ　8ｗ 10 吾郷プロと投げよう（3F） 11 浅田プロチャレンジ（3F）
第69回ひまわりリーグ 7ｗ 第42回トパーズリーグ　4ｗ 第92回フレンドスターリーグ　10ｗ 第50回ターキーズリーグ　7w

第20回はるかぜリーグ　3ｗ 第36回いちょうリーグ　フェスタ 第18回わかばリーグ 12ｗ 第50回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

第6回オリオンリーグ　3ｗ 第27回すみれリーグ　10ｗ 第14回フェリックスリーグ　9ｗ 第19回ミラモンリーグ　1ｗ

中島プロチャレンジ（3F） 第20回エメラルドリーグ　フェスタ 第10回ジェミニリーグ　9ｗ

第20回　火曜ナイトリーグ　3ｗ 第24回サンセットリーグ　2ｗ

第57回　あんドーナツリーグ　フェスタ 第210回ABBF会社対抗リーグ　10ｗ 第18回　ブルームリーグ　4ｗ 第22回さくらリーグ　3ｗ ダブルストーナメント
高尾トリオリーグ　練習会 第1回ローズ（ダブルス）リーグ　7ｗ 第208回ダイヤモンドリーグ　フェスタ 高坂プロチャレンジ（3F） 浅田プロ参戦（3F）
JUMP-UPリーグ　練習会 第ャイニングスターリーグ

第152回サンデーリーグ　2ｗ 第71回ハッピーリーグ　9ｗ 第86回エンジェルリーグ　8ｗ 第11回ナイスデーリーグ　9ｗ 第27回サンライズリーグ　6w

第56期クロスオーバークラブ　5ｗ 第35回マンデーフレッシュリーグ　6ｗ 第49回ふれあいサラダリーグ　1ｗ 第77回 さみどりリーグ　フェスタ 第87回フォーエバーダブルスリーグ　6w 第21回ミラクルリーグ　フェスタ 第22回アンビシャスリーグ　14ｗ

第27回フレンドマンデーリーグ　11ｗ 第8回Reiwaリーグ 13ｗ 第92回サテライトなでしこリーグ　9ｗ 第57回あすなろフレンズリーグ　5ｗ 第5回オーロラリーグ　2ｗ 第49回エンジョイサタデーリーグ　8ｗ

第4回ムササビリーグ　7ｗ 第7回サファイアリーグ　13ｗ 第29回　デ・アエルリーグ　8ｗ 第7回きらめきリーグ　12ｗ 第36回ドラゴンボールリーグ　3ｗ

第80回あじさいリーグ　2ｗ 第28回やまゆりリーグ　1ｗ 第27回　さわやかリーグ　4ｗ 第31回サーズデーリーグ　8ｗ 第54回スプリングリーグ 3ｗ 峰尾豆腐杯（3F）
第18回月曜健康リーグ　2ｗ 第8回レディースボウリングサークル　5ｗ 第8回トゥウィンクル☆サーズデーリーグ　7ｗ 第42回カトレアリーグ 1w

第26回フジヤマリーグ　1w 第6回Ｐ.Ｂ.Ｓ.リーグ　1ｗ 第13回　ゆう美会リーグ　10ｗ 第7回オオルリリーグ 3ｗ

12 坂本かやプロチャレンジ（3F） 13 14 第23回ペリドットリーグ　10ｗ 15 第76回コメットリーグ　8ｗ 16 第70回マーガレットリーグ　フェスタ 17 アフタヌーングルメ（3F） 18 ＪＬＢＣ月例会（3F）
第69回ひまわりリーグ 8ｗ 第42回トパーズリーグ　5ｗ 第92回フレンドスターリーグ　フェスタ 第7回オリーブリーグ　3ｗ 第50回ターキーズリーグ　8w

第20回はるかぜリーグ　4ｗ 第37回いちょうリーグ　1ｗ 第18回わかばリーグ 13ｗ 第50回ゴールデンミモザリーグ　10ｗ

第6回オリオンリーグ　4ｗ 第27回すみれリーグ　フェスタ 第14回フェリックスリーグ　10ｗ 第25回フライデーリーグ 1ｗ 第19回ミラモンリーグ　2ｗ

マル金トーナメント（3F） 第21回エメラルドリーグ　1ｗ 第10回ジェミニリーグ　10ｗ 第8回サタデーナイトリーグ　7ｗ

第20回　火曜ナイトリーグ　4ｗ 第24回サンセットリーグ　3ｗ 安藤プロチャレンジ（3F）
第58回　あんドーナツリーグ　1ｗ 第210回ABBF会社対抗リーグ　11ｗ 第18回　ブルームリーグ　5ｗ 第22回さくらリーグ　4ｗ

高尾トリオリーグ　練習会 第1回ローズ（ダブルス）リーグ　8ｗ 第209回ダイヤモンドリーグ　1ｗ 笠原プロチャレンジ（3F）
JUMP-UPリーグ　練習会 シャイニングスターリーグ

第152回サンデーリーグ　3ｗ 第71回ハッピーリーグ　10ｗ 第86回エンジェルリーグ　9ｗ 第11回ナイスデーリーグ　10ｗ 第27回サンライズリーグ　7w

吾郷プロと投げよう（3F） 第49回ふれあいサラダリーグ　2ｗ 第78回 さみどりリーグ　1ｗ 第87回フォーエバーダブルスリーグ　7w 第22回ミラクルリーグ　1ｗ 第22回アンビシャスリーグ　15ｗ

第8回Reiwaリーグ 14ｗ 第92回サテライトなでしこリーグ　10ｗ 第57回あすなろフレンズリーグ　6ｗ 第49回エンジョイサタデーリーグ　9ｗ

第7回サファイアリーグ　14ｗ 第29回　デ・アエルリーグ　9ｗ 第7回きらめきリーグ　フェスタ 第36回ドラゴンボールリーグ　4ｗ

第80回あじさいリーグ　3ｗ 第28回やまゆりリーグ　2ｗ 第27回　さわやかリーグ　5ｗ 第31回サーズデーリーグ　フェスタ 第54回スプリングリーグ 4ｗ

第8回トゥウィンクル☆サーズデーリーグ　8ｗ 第42回カトレアリーグ 2w

第6回Ｐ.Ｂ.Ｓ.リーグ　2ｗ 第13回　ゆう美会リーグ　フェスタ 第7回オオルリリーグ 4ｗ ビギナートーナメント（3F）
19 中島プロチャレンジ（3F） 20 高尾ポテト杯（3F） 21 第23回ペリドットリーグ　フェスタ 22 第76回コメットリーグ　9ｗ 23 第71回マーガレットリーグ　1ｗ 24 土屋プロチャレンジ（3F） 25 つきじ杯（3F）

第69回ひまわりリーグ 9ｗ 第42回トパーズリーグ　6ｗ 第93回フレンドスターリーグ　1ｗ 第50回ターキーズリーグ　9w

第20回はるかぜリーグ　5ｗ 第37回いちょうリーグ　2ｗ 第50回ゴールデンミモザリーグ　11ｗ

第6回オリオンリーグ　5ｗ 第28回すみれリーグ　1ｗ 第14回フェリックスリーグ　フェスタ 第19回ミラモンリーグ　3ｗ

森プロ＆笠原プロ 第21回エメラルドリーグ　2ｗ 第10回ジェミニリーグ　フェスタ 第8回サタデーナイトリーグ　8ｗ

チャレンジ（3F） 第20回　火曜ナイトリーグ　5ｗ 第24回サンセットリーグ　4ｗ 安藤プロチャレンジ（3F）
高尾トリオリーグ　練習会 第58回　あんドーナツリーグ　2ｗ 第210回ABBF会社対抗リーグ　12ｗ 第18回　ブルームリーグ　6ｗ 第22回さくらリーグ　5ｗ

JUMP-UPリーグ　練習会 第1回ローズ（ダブルス）リーグ　9ｗ 熊沢スタッフチャレンジ（3F） カラーピンチャレンジ（3F）

第152回サンデーリーグ　4ｗ 第71回ハッピーリーグ　11ｗ 第86回エンジェルリーグ　10ｗ 第11回ナイスデーリーグ　11ｗ 第27回サンライズリーグ　8w

第56期クロスオーバークラブ　6ｗ 第35回マンデーフレッシュリーグ　7ｗ 第49回ふれあいサラダリーグ　3ｗ 第78回 さみどりリーグ　2ｗ 第87回フォーエバーダブルスリーグ　8w 第22回ミラクルリーグ　2ｗ 第22回アンビシャスリーグ　16ｗ

第27回フレンドマンデーリーグ　12ｗ 第8回Reiwaリーグ 15ｗ 第92回サテライトなでしこリーグ　11ｗ 第57回あすなろフレンズリーグ　7ｗ 第49回エンジョイサタデーリーグ　10ｗ

第4回ムササビリーグ　8ｗ 第7回サファイアリーグ　15ｗ 第29回　デ・アエルリーグ　10ｗ 第8回きらめきリーグ　1ｗ 第36回ドラゴンボールリーグ　5ｗ

第80回あじさいリーグ　4ｗ 第28回やまゆりリーグ　3ｗ 第27回　さわやかリーグ　6ｗ 第32回サーズデーリーグ　1ｗ 第54回スプリングリーグ 5ｗ

第18回月曜健康リーグ　3ｗ 第8回レディースボウリングサークル　6ｗ 第8回トゥウィンクル☆サーズデーリーグ　9ｗ 第42回カトレアリーグ 3w

第26回フジヤマリーグ　2w 第6回Ｐ.Ｂ.Ｓ.リーグ　3ｗ 第14回　ゆう美会リーグ　1ｗ 10 第7回オオルリリーグ 5ｗ 10
26 井口プロチャレンジ（3F） 27 峰尾豆腐杯（3F） 28 第24回ペリドットリーグ　1ｗ 29 第76回コメットリーグ　10ｗ 30 第71回マーガレットリーグ　2ｗ ／ アフタヌーングルメ（3F） ／ ヴェールの丘杯（3F）

第69回ひまわりリーグ 10ｗ 第42回トパーズリーグ　7ｗ 第93回フレンドスターリーグ　2ｗ 1 第7回オリーブリーグ　4ｗ 2 第50回ターキーズリーグ　10w

第20回はるかぜリーグ　6ｗ 第37回いちょうリーグ　3ｗ 第18回わかばリーグ 14ｗ 第50回ゴールデンミモザリーグ　12ｗ

第6回オリオンリーグ　6ｗ 第28回すみれリーグ　2ｗ 第15回フェリックスリーグ　1ｗ 第25回フライデーリーグ 2ｗ 第19回ミラモンリーグ　4ｗ

マル金トーナメント（3F） 第21回エメラルドリーグ　3ｗ 第11回ジェミニリーグ　1ｗ 第8回サタデーナイトリーグ　9ｗ

第20回　火曜ナイトリーグ　6ｗ 第24回サンセットリーグ　5ｗ

市川スタッフチャレンジ（3F） 第58回　あんドーナツリーグ　3ｗ 第211回ABBF会社対抗リーグ　1ｗ 第18回　ブルームリーグ　7ｗ 第22回さくらリーグ　2ｗ

高尾トリオリーグ　練習会 第1回ローズ（ダブルス）リーグ　10ｗ 第209回ダイヤモンドリーグ　2ｗ 第140回八王子ダブルスHDCPリーグ　1w TAKAO　CUP（3F）
JUMP-UPリーグ　練習会 第46回　NBF高尾リーグ　1ｗ

第152回サンデーリーグ　5ｗ 第71回ハッピーリーグ　12ｗ 第86回エンジェルリーグ　フェスタ 第11回ナイスデーリーグ　12ｗ 第27回サンライズリーグ　9w

第35回マンデーフレッシュリーグ　8ｗ 第49回ふれあいサラダリーグ　4ｗ 第78回 さみどりリーグ　3ｗ 第87回フォーエバーダブルスリーグ　9w 第22回ミラクルリーグ　3ｗ 第22回アンビシャスリーグ　フェスタ

市川スタッフチャレンジ（3F） 第27回フレンドマンデーリーグ　13ｗ 第8回Reiwaリーグ フェスタ 第92回サテライトなでしこリーグ　12ｗ 第57回あすなろフレンズリーグ　8ｗ 第5回オーロラリーグ　1ｗ 第49回エンジョイサタデーリーグ　11ｗ

第1回吾郷プロレッスンリーグ　8ｗ 第7回サファイアリーグ　16ｗ 第29回　デ・アエルリーグ　11ｗ 第8回きらめきリーグ　2ｗ 第36回ドラゴンボールリーグ　6ｗ

第5回ムササビリーグ　3ｗ 第28回やまゆりリーグ　4ｗ 第27回　さわやかリーグ　7ｗ 第32回サーズデーリーグ　2ｗ 第54回スプリングリーグ 6ｗ

第80回あじさいリーグ　5ｗ 第8回トゥウィンクル☆サーズデーリーグ　10ｗ 第42回カトレアリーグ 4w

10 10 第18回月曜健康リーグ　4ｗ 10 10 第14回　ゆう美会リーグ　2ｗ 10 10 第7回オオルリリーグ 6ｗ 10
／ スペシャルプロチャレンジﾞ（3F） ／ 第26回フジヤマリーグ　3w ／ 第24回ペリドットリーグ　2ｗ ／ 第76回コメットリーグ　11ｗ ／ 第71回マーガレットリーグ　3ｗ ／ 土屋プロチャレンジ（3F） ／ 井口プロチャレンジ（3F）
3 4 アフタヌーングルメ（3F） 5 第69回ひまわりリーグ 11ｗ 6 第42回トパーズリーグ　8ｗ 7 第93回フレンドスターリーグ　3ｗ 8 9 第50回ターキーズリーグ　フェスタ

第20回はるかぜリーグ　7ｗ 第37回いちょうリーグ　4ｗ 第18回わかばリーグ 15ｗ 第50回ゴールデンミモザリーグ　13ｗ

第6回オリオンリーグ　7ｗ 第28回すみれリーグ　3ｗ 第15回フェリックスリーグ　2ｗ 第19回ミラモンリーグ　5ｗ

第21回エメラルドリーグ　4ｗ 第11回ジェミニリーグ　2ｗ

第20回　火曜ナイトリーグ　7ｗ 第24回サンセットリーグ　6ｗ

第21回サンデースターリーグ　4ｗ 第12回エブリンリーグ　7ｗ 第58回　あんドーナツリーグ　4ｗ 第211回ABBF会社対抗リーグ　2ｗ 第18回　ブルームリーグ　8ｗ 第22回さくらリーグ　3ｗ

第133回高尾トリオリーグ　2ｗ 第17回プラチナ会 2w 第112回TBAメジャーリーグ　12ｗ 第2回ローズ（ダブルス）リーグ　3ｗ 第209回ダイヤモンドリーグ　3ｗ 第140回八王子ダブルスHDCPリーグ　2w ダブルストーナメント（3F）
第65回ファイヤーリーグ　6ｗ 第90回JUMP-UPリーグ 4ｗ 第32回シャイニングスターリーグ　5ｗ 第46回　NBF高尾リーグ　2ｗ

サンデーリーグ ハッピーリーグ ふれあいサラダリーグ・Reiwa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 アンビシャスリーグ
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 絆リーグ 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 １０：００受付・練習 １０：３０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 きらめきリーグ コスモスリーグ エンジョイサタデーリーグ
９：３０スタート １０：００受付・練習 １０：２５スタート サファイアリーグ 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 １０：３０受付・練習 １０：５０スタート

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 トゥウィンクル☆サーズデーリーグ １０：００受付・練習 １０：３０スタート ドラゴンボールリーグ
10：30受付・練習 11：00スタート やまゆりリーグ コメットクラブリーグ・トパーズリーグ １０：００受付・練習 １０：３０スタート ルビークラブ・オオルリリーグ 10：30受付・練習 11：00スタート

１０：３０受付・練習 １１：００スタート いちょうリーグ・ゆう美会リーグ サーズデーリーグ 10：30受付・練習 11：00スタート
火曜ﾚﾃﾞｨｰｽｻｰｸﾙ・Ｐ.Ｂ.Ｓ.リーグ １３：３０受付・練習 １４：００スタート 10：30受付・練習 11：00スタート

あじさいリーグ・ムササビリーグ 11：00受付・練習 11：30スタート すみれリーグ ターキーズリーグ
１３：３０受付・練習 １４：００スタート ペリドットリーグ 14：00受付・練習 14：30スタート マーガレットリーグ・フレンドスターリーグ ミラクルリーグ 14：00受付・練習 １４：30スタート

月曜健康リーグ 13：00受付・練習 13：30スタート １３：００受付・練習 １３：３０スタート オーロラリーグ ミラモンリーグ
13：00受付・練習 13：30スタート ひまわりリーグ わかばリーグ 11:00受付・練習 11:30スタート 18：00受付・練習　18：15スタート

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 ジェミニリーグ
14：30受付・練習 15：00スタート はるかぜリーグ・オリオンリーグ フェリックスリーグ オリーブトリオリーグ

14：00受付・練習 14：30スタート 16：30受付・練習　17：00スタート 13：00受付・練習 13：30スタート
エメラルドリーグ サンセットリーグ ﾌﾗｲﾃﾞｰﾘｰｸﾞ

14：30受付・練習 15：00スタート 18：30受付・練習　19：00スタート 13：30受付・練習 14：00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 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾐﾓｻﾞﾘｰｸ サタデーナイトリーグ

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 １４：００受付・練習 １４：３０スタート 20：00受付・練習 20：15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 さくらリーグ

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 20：30受付・練習 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 八王子ダブルスＨＣ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 ２０：４０受付 ２１：００スタート

ファイヤーリーグ NBF高尾リーグ

２０：３０受付 ２１：００スタート ２１：００スタート


