
２０２２．６　ＳＣＨＥＤＵＬＥ
日 月 火 水 木 金 土

エンジェルリーグ ナイスデーリーグ サンライズリーグ

さみどりリーグ フォーエバーダブルスリーグ ミラクルリーグ アンビシャスリーグ

サテライトなでしこリーグ あすなろフレンズリーグ レインボーリーグ エンジョイサタデーリーグ

デ・アエルリーグ きらめきリーグ ドラゴンボールリーグ

さわやかリーグ サーズデーリーグ スプリングリーグ

トゥウィンクル☆サーズデーリーグ カトレアリーグ

ゆう美会リーグ オオルリリーグ

1 コメットリーグ 2 マーガレットリーグ 3 アフタヌーングルメTM（3F） 4 ヴェールの丘杯（3F）
トパーズリーグ フレンドスターリーグ ターキーズリーグ

いちょうリーグ わかばリーグ 第51回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

すみれリーグ フェリックスリーグ フライデーリーグ ミラモンリーグ

第12回ジェミニリーグ　3w サタデーナイトリーグ

サンセットリーグ オリーブリーグ

ABBF会社対抗リーグ ブルームリーグ さくらリーグ

ローズリーグ ダイヤモンドリーグ 八王子ダブルスHDCPリーグ TAKAO　CUP（3F）
JUMP-UPリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

サンデーリーグ ハッピーリーグ 絆リーグ エンジェルリーグ ナイスデーリーグ サンライズリーグ

マンデーフレッシュリーグ ふれあいサラダリーグ さみどりリーグ フォーエバーダブルスリーグ ミラクルリーグ アンビシャスリーグ

宮嶋スタッフチャレンジ（3F） フレンドマンデーリーグ Reiwaリーグ サテライトなでしこリーグ あすなろフレンズリーグ レインボーリーグ

フェニックスリーグ サファイアリーグ デ・アエルリーグ きらめきリーグ ルビークラブ

月曜Lサークル やまゆりリーグ さわやかリーグ サーズデーリーグ オーロラリーグ

あじさいリーグ レディースボウリングサークル トゥウィンクル☆サーズデーリーグ スプリングリーグ

月曜健康リーグ ゆう美会リーグ カトレアリーグ

5 6 フジヤマリーグ 7 ペリドットリーグ 8 コメットリーグ 9 マーガレットリーグ 10 オオルリリーグ 11 河西プロチャレンジ（3F）
アフタヌーングルメTM（3F） ひまわりリーグ トパーズリーグ フレンドスターリーグ 土屋プロチャレンジ（3F）

はるかぜリーグ いちょうリーグ わかばリーグ 第51回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

オリオンリーグ すみれリーグ フェリックスリーグ ミラモンリーグ

エメラルドリーグ 第12回ジェミニリーグ　3w

プロショップ杯①（3F） 火曜ナイトリーグ サンセットリーグ カスミソウサークル スマイルリーグ

サンデースターリーグ エブリンリーグ 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

高尾トリオリーグ 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HDCPリーグ ダブルストーナメント（3F）
ファイヤーリーグ JUMP-UPリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

サンデーリーグ ハッピーリーグ 絆リーグ エンジェルリーグ ナイスデーリーグ サンライズリーグ

クロスオーバークラブ マンデーフレッシュリーグ ふれあいサラダリーグ さみどりリーグ フォーエバーダブルスリーグ ミラクルリーグ アンビシャスリーグ

フレンドマンデーリーグ Reiwaリーグ サテライトなでしこリーグ あすなろフレンズリーグ レインボーリーグ エンジョイサタデーリーグ

フェニックスリーグ サファイアリーグ デ・アエルリーグ きらめきリーグ ドラゴンボールリーグ

月曜Lサークル やまゆりリーグ さわやかリーグ サーズデーリーグ スプリングリーグ

あじさいリーグ レディースボウリングサークル トゥウィンクル☆サーズデーリーグ カトレアリーグ

月曜健康リーグ ゆう美会リーグ オオルリリーグ

12 13 フジヤマリーグ 14 ペリドットリーグ 15 コメットリーグ 16 マーガレットリーグ 17 アフタヌーングルメTM（3F） 18 JLBC月例会（3F）
峰尾豆腐杯 ひまわりリーグ トパーズリーグ フレンドスターリーグ ターキーズリーグ

吾郷プロと投げようTM（3F） はるかぜリーグ いちょうリーグ わかばリーグ 第51回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

オリオンリーグ すみれリーグ フェリックスリーグ フライデーリーグ ミラモンリーグ

エメラルドリーグ 第12回ジェミニリーグ　3w サタデーナイトリーグ

プロショップ杯②（3F） 火曜ナイトリーグ サンセットリーグ オリーブリーグ

エブリンリーグ 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

高尾トリオリーグ フロンティアリーグ 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HDCPリーグ 笠原プロチャレンジ（3F）
ファイヤーリーグ JUMP-UPリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

サンデーリーグ ハッピーリーグ 絆リーグ エンジェルリーグ ナイスデーリーグ サンライズリーグ

マンデーフレッシュリーグ ふれあいサラダリーグ さみどりリーグ フォーエバーダブルスリーグ ミラクルリーグ アンビシャスリーグ

フレンドマンデーリーグ Reiwaリーグ サテライトなでしこリーグ あすなろフレンズリーグ レインボーリーグ エンジョイサタデーリーグ

熊沢＆市川 フェニックスリーグ サファイアリーグ デ・アエルリーグ きらめきリーグ ルビークラブ ドラゴンボールリーグ

スタッフチャレンジ（3F） 月曜Lサークル やまゆりリーグ さわやかリーグ サーズデーリーグ オーロラリーグ

あじさいリーグ レディースボウリングサークル トゥウィンクル☆サーズデーリーグ スプリングリーグ

月曜健康リーグ ゆう美会リーグ カトレアリーグ

19 中島プロチャレンジ（3F） 20 フジヤマリーグ 21 ペリドットリーグ 22 コメットリーグ 23 マーガレットリーグ 24 オオルリリーグ 25 井口プロチャレンジ（3F）
吾郷プロと投げよう ひまわりリーグ トパーズリーグ フレンドスターリーグ 吾郷プロと投げようTM（3F） ターキーズリーグ

高尾ポテト杯（3F） はるかぜリーグ いちょうリーグ わかばリーグ 第51回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

オリオンリーグ すみれリーグ フェリックスリーグ ミラモンリーグ

エメラルドリーグ 第12回ジェミニリーグ　3w サタデーナイトリーグ

プロショップ杯③（3F） 火曜ナイトリーグ サンセットリーグ カスミソウサークル スマイルリーグ

サンデースターリーグ エブリンリーグ 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

高尾トリオリーグ 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HDCPリーグ カラーピンチャレンジ（3F）
ファイヤーリーグ JUMP-UPリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

サンデーリーグ ハッピーリーグ 絆リーグ エンジェルリーグ ナイスデーリーグ サンライズリーグ

クロスオーバークラブ マンデーフレッシュリーグ ふれあいサラダリーグ さみどりリーグ フォーエバーダブルスリーグ ミラクルリーグ アンビシャスリーグ

フレンドマンデーリーグ Reiwaリーグ サテライトなでしこリーグ あすなろフレンズリーグ レインボーリーグ エンジョイサタデーリーグ

フェニックスリーグ サファイアリーグ デ・アエルリーグ きらめきリーグ ドラゴンボールリーグ

月曜Lサークル やまゆりリーグ さわやかリーグ サーズデーリーグ スプリングリーグ

あじさいリーグ レディースボウリングサークル トゥウィンクル☆サーズデーリーグ カトレアリーグ

ビギナー対象 月曜健康リーグ ゆう美会リーグ 7 オオルリリーグ 7
26 野菜もってけTM（3F） 27 フジヤマリーグ 28 ペリドットリーグ 29 コメットリーグ 30 マーガレットリーグ ／ アフタヌーングルメTM（3F） ／ ヴェールの丘杯（3F）

メカニック山本課長と ひまわりリーグ トパーズリーグ フレンドスターリーグ 1 2 ターキーズリーグ

投げようTM（3F） はるかぜリーグ いちょうリーグ わかばリーグ 第51回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

オリオンリーグ すみれリーグ フェリックスリーグ フライデーリーグ ミラモンリーグ

エメラルドリーグ 第12回ジェミニリーグ　3w サタデーナイトリーグ

火曜ナイトリーグ サンセットリーグ オリーブリーグ

プロショップ杯④（3F） エブリンリーグ 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

高尾トリオリーグ フロンティアリーグ 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HDCPリーグ TAKAO　CUP（3F）
ファイヤーリーグ JUMP-UPリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

ハッピーリーグ 絆リーグ エンジェルリーグ ナイスデーリーグ サンライズリーグ

マンデーフレッシュリーグ ふれあいサラダリーグ さみどりリーグ フォーエバーダブルスリーグ ミラクルリーグ アンビシャスリーグ

フレンドマンデーリーグ Reiwaリーグ サテライトなでしこリーグ あすなろフレンズリーグ レインボーリーグ エンジョイサタデーリーグ

フェニックスリーグ サファイアリーグ デ・アエルリーグ きらめきリーグ ルビークラブ ドラゴンボールリーグ

月曜Lサークル やまゆりリーグ さわやかリーグ サーズデーリーグ オーロラリーグ

あじさいリーグ レディースボウリングサークル トゥウィンクル☆サーズデーリーグ スプリングリーグ

7 7 月曜健康リーグ 7 7 ゆう美会リーグ 7 7 カトレアリーグ 7
／ 東日本シングルス（1F） ／ フジヤマリーグ ／ ペリドットリーグ ／ コメットリーグ ／ マーガレットリーグ ／ オオルリリーグ ／
3 4 5 ひまわりリーグ 6 トパーズリーグ 7 フレンドスターリーグ 8 9 ターキーズリーグ

はるかぜリーグ いちょうリーグ わかばリーグ 第51回ゴールデンミモザリーグ　9ｗ

オリオンリーグ すみれリーグ フェリックスリーグ ミラモンリーグ

エメラルドリーグ 第12回ジェミニリーグ　3w

火曜ナイトリーグ サンセットリーグ カスミソウサークル スマイルリーグ

サンデースターリーグ エブリンリーグ 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

高尾トリオリーグ 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HDCPリーグ ダブルストーナメント（3F）
ファイヤーリーグ JUMP-UPリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

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 フェニックスリーグ 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 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 きらめきリーグ レインボーリーグ エンジョイサタデーリーグ
９：３０スタート マンデーフレッシュリーグ 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

１０：００受付・練習 １０：２５スタート 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
フレンドマンデーリーグ やまゆりリーグ コメットクラブリーグ・トパーズリーグ 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 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 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 スマイルリーグ
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 18：30受付・練習　19：00スタート

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 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

14：30受付・練習 15：00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
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 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 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 カスミソウサークル 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 19：30受付・練習 20：00スタート ２０：４０受付 ２１：００スタート

ファイヤーリーグ シャイニングスターリーグ NBF高尾リーグ

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


