
※上記の表内の料金は、スターレーンクラブ会員料金となってお 

 ります。スターメイトクラブの方・一般の方の参加費とは異な 

 るトーナメントもございますので、予めご了承くださいませ。 

開催日  ８月９日（日） 
 

開始時間 １９：００～ 
 

参加費  ２，５００円（どなたでも） 
 

競技内容 個人戦４ゲーム 
 

参加資格 どなたでも参加できます 
 

ハンデ  年齢性別ハンデ 
 

表彰内容 優勝～第５位・第７位・第１０位 

     以下５飛賞・ＢＢ賞 

     男女スクラッチＨＧ賞・ニアピン賞（１名） 

開催日  ８月７日（第１金曜日） 
 

開始時間 １４：００～ 
 

参加費  ２，０００円 
 

競技内容 個人戦３ゲーム 
 

参加資格 所沢スターレーンクラブ会員 
 

表彰内容 スターレーン公認表彰形式 

     抽選賞・残念賞 
 

ハンデ  オリジナルＡ 
 

※当日、高橋プロも投球致します。 

※上記のスケジュール表は予定となります。必ず、リーグスタート時に配布されます
リーグスケジュール表をご参照くださいませ。 
 

～リーグ戦のお誘い～ 
所沢スターレーンでは、初心者の方でも安心して参加できるリーグがたくさんござい
ます。スタッフがお客様のご希望に合ったリーグをお探しいたしますので気軽に声を
お掛けください。 

開催日   ８月８日（土） 
スタート  １１：００～ 

競技方法  個人戦４ゲーム 

参加費   ２，５００円 

表彰形態  センター公認表彰形式 

ハンデ   オリジナルＡハンデ使用 

参加資格  どなたでも参加できます（事前申込制） 

開催日   ８月１５日（土） 
  

スタート  １０：３０～ 
 

競技方法  ダブルス戦３ゲーム＋スカッチダブルス戦２ゲーム 
 

参加費   ２，５００円（お１人様） 
 

表彰形態  優勝～全チーム 
 

ハンデ   オリジナルＡハンデ使用 
 

参加資格  どなたでも参加できます（事前申込制） 

      お１人様でもお申込みいただけます 

※上記料金に貸靴料は含まれておりません。 

※都合により、休止する場合もございます。 

公認トリオサタデーナイトフィーバーリーグ19:00

公認シングルス新鮮組リーグ16:00

公認シングルスサタデーリーグ10:00

土

公認ダブルスウキ・ウキダブルスリーグ21:00

公認シングルス星の宮スターズ19:00

公認トリオパーフェクターズリーグ13:30

公認シングルスカトレアリーグ10:30

公認シングルスサラダクラブリーグ10:00

公認トリオなんくるないさ～リーグ9:30

金

公認ダブルススターライトリーグ21:00

公認シングルスじぇじぇリーグ13:00

公認ダブルスヘルシーミックスリーグ13:00

公認トリオあじさいリーグ9:30

木

公認シングルス水曜シングルスリーグ21:00

公認シングルスるんるんリーグ19:30

公認ダブルスＡＢＢＦ所沢支部リーグ19:15

非公認シングルス篠崎プロ親睦リーグ19:00

公認シングルス熟年ばんざいサークル14:30

公認シングルスエンジョイプレイリーグ14:00

非公認トリオウェンズデーリーグ13:30

公認シングルス岩切プロチャレンジリーグ11:00

公認シングルスフレッシュリーグ10:00

水

公認４人チームＴＳＬ４ＭＥＮリーグ21:00

公認シングルス有泉プロチャレンジリーグ20:30

公認シングルスレインボーリーグ14:00

公認シングルスダイヤモンドリーグ14:00

公認シングルスルピナスリーグ14:00

非公認トリオスマイルリーグ13:30

公認シングルスフレンドシップリーグ11:00

公認トリオととろ＆なでしこリーグ9:30

火

公認ダブルススターファンタジーリーグ21:00

公認シングルスすっきりマンデーリーグ20:30

公認シングルスチキチキマシン猛リーグ20:30

非公認シングルスグローングアップリーグ19:00

公認シングルス市民教室リーグ14:00

非公認シングルスローズ２５リーグ13:00

公認シングルスマンデーリーグ11:00

非公認シングルスゴールデンエイジクラブ10:00

月

非公認シングルスアフターサザエさんリーグ19:00

公認シングルスサンデー竹の子リーグ13:30

日

公認競技内容リーグ名開始時間曜日

楽しいリーグ戦
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非公認トリオスマイルリーグ13:30
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公認競技内容リーグ名開始時間曜日

楽しいリーグ戦
開催日 曜日 開始時間 トーナメント名 Ｇ数 参加費 備考

10:00 コカコーラ杯ゴールドピンチャレンジＴ/Ｍ 4 2,500円 公認

13:00 所沢スターレーンカップ第２２シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

19:00 所沢スターレーンカップ第２３シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

21:00 ビギナーズチャレンジボウル 3 1,900円 非公認

9:00 おはようサンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

11:00 青葉サンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

18:00 所沢スターレーンカップ第２４シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

20:00 所沢スターレーンカップ第２５シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

７日 金 14:00 スターレーンクラブもぐもぐＴ/Ｍ 3 2,000円 公認

11:00 野菜もってけＴ/Ｍ 4 2,500円 公認

13:00 所沢スターレーンカップ第２６シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

19:00 所沢スターレーンカップ第２７シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

21:00 マンハッタンT/M 4 2,700円 公認

9:00 おはようサンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

11:00 青葉サンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

19:00 河崎憲子プロ月例会 4 2,500円 公認

17:00 所沢スターレーンカップ第２８シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

18:45 所沢スターレーンカップ第２９シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

10:30 めちゃいけダブルスＴ/Ｍ 3＋2 2,500円 公認

13:00 所沢スターレーンカップ第３０シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

19:00 所沢スターレーンカップ第３１シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

21:00 所沢スターレーンカップ第３２シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

9:00 おはようサンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

11:00 青葉サンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

18:00 所沢スターレーンカップ第３３シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

20:00 所沢スターレーンカップ第３４シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

１９日 水 9:30 ルーキーズトロフィーＴ/Ｍ 3 1,800円 非公認

２１日 金 14:00 所沢スターレーンカップ第３５シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

13:00 所沢スターレーンカップ第３６シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

19:00 所沢スターレーンカップ第３７シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

21:00 スターレーンクラブ味巡りＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

9:00 おはようサンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

11:00 青葉サンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

18:00 所沢スターレーンカップ第３８シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

20:00 所沢スターレーンカップ第３９シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

17:00 所沢スターレーンカップ第４０シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

18:45 所沢スターレーンカップ第４１シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

10:30 所沢スターレーンカップ第４２シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

13:00 所沢スターレーンカップ第４３シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

19:00 所沢スターレーンカップ第４４シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

21:00 所沢スターレーンカップ第４５シフト 4 2,100円（前売1,900円） 公認

9:00 おはようサンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

11:00 青葉サンデーＴ/Ｍ 4 2,700円 公認

19:00 所沢スターレーンカップ第４６シフト 3 2,100円（前売1,900円） 公認

３０日 日

１１日 火

２５日 火

２２日 土

２３日 日

２９日 土

９日 日

１５日 土

１６日 日

８月度トーナメントスケジュール

１日 土

２日 日

８日 土


