
※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 １月１２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 １月１３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（※非公認ゲームです）

表彰内容 優勝～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）など

開催日 １月４日（金）

開始時間 １９：００～

参加費 ３，１００円

競技方法 個人戦４ゲーム

参加資格 自由

ハンデ オフィシャルハンデ使用

＊無い方は年齢性別ハンデ

表 彰 公認表彰形式・抽選賞

＊先着５０名にて締切

開催日 １月１１日（今月は第２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 １月２６日（土）※今月のみ第４土曜日の開催です
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）

曜日 開始時間 リーグ名 競技内容 公認

13:30 サンデー竹の子リーグ シングルス 公認

19:00 アフターサザエさんリーグ トリオ 公認

9:30 ＭＺ２００リーグ トリオ 公認

10:00 ゴールデンエイジクラブ シングルス 非公認

11:00 マンデーリーグ シングルス 公認

14:00 市民教室リーグ シングルス 公認

19:00 グローングアップリーグ シングルス 公認

20:30 チキチキマシン猛リーグ ダブルス 公認

21:00 スターファンタジーリーグ ダブルス 公認

9:30 ととろ＆なでしこリーグ トリオ 公認

10:30 さくらリーグ トリオ 公認

11:00 フレンドシップリーグ シングルス 公認

13:00 ハイカラチューズデーリーグ トリオ 公認

13:30 スマイルリーグ トリオ 公認

14:00 ルピナスリーグ シングルス 公認

14:00 ダイヤモンドリーグ シングルス 公認

14:00 レインボーリーグ シングルス 公認

16:00 パルムリーグ ダブルス 公認

19:00 ブリーベリーリーグ ダブルス 公認

21:00 ＴＳＬ４ＭＥＮリーグ ４人チーム 公認

9:30 ハッピーストライクリーグ トリオ 公認

10:00 フレッシュリーグ シングルス 公認

11:00 岩切プロチャレンジリーグ シングルス 公認

13:00 ウェンズデーリーグ シングルス 公認

13:30 すこやかリーグ ダブルス 公認

14:00 エンジョイプレイリーグ シングルス 公認

14:30 熟年ばんざいサークル シングルス 公認

16:00 ハートフルリーグ ダブルス 公認

19:00 篠崎プロ大金星リーグ シングルス 非公認

19:15 ＡＢＢＦ所沢支部リーグ ダブルス 公認

19:30 るんるんリーグ シングルス 公認

21:00 水曜シングルスリーグ シングルス 公認

9:30 あじさいリーグ トリオ 公認

9:30 ピンコロリーグ トリオ 公認

10:00 レジェンドスターリーグ シングルス 公認

13:00 ヘルシーミックスリーグ ダブルス 公認

13:00 じぇじぇリーグ トリオ 公認

16:00 キラキラリーグ ダブルス 公認

21:00 スターライトリーグ ダブルス 公認

9:30 なんくるないさ～リーグ トリオ 公認

10:00 サラダクラブリーグ シングルス 公認

10:30 カトレアリーグ シングルス 公認

13:30 パーフェクターズリーグ シングルス 公認

13:30 ＴＫＲ３リーグ トリオ 公認

19:00 星の宮スターズ シングルス 公認

20:30 ウキ・ウキリーグ シングルス 公認

10:00 サタデーリーグ シングルス 公認

13:00 あすなろリーグ シングルス 公認

16:00 新鮮組リーグ シングルス 公認

19:00 サタデーナイトフィーバーリーグ シングルス 公認

土

楽しいリーグ戦

金

火

木

日

水

月

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 新春ワンコインT/M 2 500円 公認

12:00 新春初投げ大会 4 2,100円 公認

19:00 新春大嶋有香プロチャレンジ 6 3,600円
（プロと同ＢＯＸは4,000円）

公認

12:00 新春お年玉大会 4 2,100円 公認

19:00 新春本橋優美プロチャレンジ 6 3,600円
（プロと同ＢＯＸは4,000円）

公認

12:00 新春おめでとう大会① 4 2,100円 公認

19:00 新春浅田梨奈プロチャレンジ 6 3,600円
（プロと同ＢＯＸは4,000円）

公認

12:00 新春おめでとう大会② 4 2,100円 公認

19:00 スターレーンガールズフェスティバル 4 3,100円 公認

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 会長・支配人新春顔合わせ大会 4 3,000円 公認

20:30 鈴木辰哉プロチャレンジ 4 2,700円
（プロと同ＢＯＸは2,900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 パンチアウトＴ/Ｍ 4 2,500円 公認

８日 火 17:00 大嶋有香プロチャレンジ 4 2,700円
（プロと同ＢＯＸは2,900円）

公認

14:00 スターレーンクラブもぐもぐＴ/Ｍ 3 2,000円 公認

20:30 ウキウキＴ/Ｍ 3 1,980円 公認

11:00 野菜もってけＴ/Ｍ 4 2,500円 公認

13:00 篠崎プロレッスン＆チャレンジ 3 2,500円 非公認

20:30 本橋優美プロチャレンジ 4 2,700円
（プロと同ＢＯＸは2,900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 河崎憲子プロ月例会 4 2,500円 非公認

１８日 金 14:00 第２０回ＴＳＬ昼リーグトリオフェスティバル 3 2,000円 公認

9:00 藤井プロレッスン＆チャレンジ 4 3,000円 公認

13:00 篠崎プロレッスン＆チャレンジ 3 2,500円 非公認

20:30 マンハッタンT/M 4 2,500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 バリバリバリューＴ/Ｍ 4 1,980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 篠崎プロレッスン＆チャレンジ 3 2,500円 非公認

20:30 スターレーンクラブ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 大嶋有香プロ・本橋優美プロダブルチャレンジ 6 3,800円 公認

２６日 土

１９日 土

１１日 金

２０日 日

５日 土

６日 日

２７日 日

１２日 土

１３日 日

１月度トーナメントスケジュール

１日 火

２日 水

３日 木

４日 金


