
 MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN
2019 NOV.11

＊予定は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
＊プロレッスンは、前日までにお申し込みいただくことをおすすめします。
＊予定は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
＊プロレッスンは、前日までにお申し込みいただくことをおすすめします。

11            12    　   13　       14           15           16            17

エンジョイクラブ10:00
シルバーズ10:30
あじさいクラブ13:30

4             5       　   6     　    7              8             9             10

エンジョイクラブ10:00シルバーズ
10:30あじさいクラブ13:30
プロレッスン
13:30/19:00
山上プロの
いじわるマッチ
20:30

お休み

DANGO10:00

SG ダブルス20:30

なごみクラブ13:30

エイトクラブエンジョイクラブ10:00

プロレッスン13:30

DANGO10:00

SG ダブルス20:30

なごみクラブ13:30

エイトクラブエンジョイクラブ10:00

プロレッスン13:30

月例競技会
昼 13:30
夜 20:30

喜楽楽クラブ
10:00

WaiWaiクラブ
13:30

プロレッスン10:30

喜楽楽クラブ
10:00

WaiWaiクラブ
13:30

プロレッスン10:30
ビギナーズレッスン13:30

クラブダブルス
20:30

楽笑クラブ
10:00

スマイルクラブ
13:30

ビギナーズレッスン
13:30

プロレッスン10:30

ハッスルクラブ10:00
エンジョイ10:30
マンデークラブ13:30
プロレッスン13:30/20:30

ハッスルクラブ10:00エンジョイ10:30
マンデークラブ13:30
プロレッスン13:30/20:30お休み
山上英章プロの
スポコン練習会
20:30 (1回：1500円)

ミレニアップ20:00
N.A.I.S21:30

振替休日

25           26            27           28           29           30
喜楽楽クラブ
10:00

WaiWaiクラブ
13:30

プロレッスン10:30
ビギナーズレッスン13:30

インストラクター混合
5人チーム大会
20:30

DANGO10:00

SG ダブルス20:30

なごみクラブ13:30

エイトクラブエンジョイクラブ10:00

プロレッスン13:30

18           19  　     20  　     21            22           23            24

エンジョイクラブ10:00
シルバーズ10:30
あじさいクラブ13:30 5人チーム大会

13:30

ミレニアップ20:00
N.A.I.S21:30

1             2              3

ハッスルクラブ10:00
エンジョイ10:30
マンデークラブ13:30
プロレッスン13:30/20:30

クラブダブルス
20:30

楽笑クラブ
10:00

スマイルクラブ
13:30

ビギナーズレッスン
13:30

プロレッスン10:30

プロレッスン13:30/19:00

プロレッスン13:30/19:00

プロレッスン13:30/19:00

プロレッスン13:30/19:00

文化の日

DANGO10:00

SG ダブルス20:30

なごみクラブ13:30

エイトクラブエンジョイクラブ10:00

プロレッスン13:30

ミレニアップ20:00
N.A.I.S21:30

プロレッスン13:30/19:00

勤労感謝の日エンジョイクラブ10:00
シルバーズ10:30
あじさいクラブ13:30
プロレッスン13:30/19:00

喜楽楽クラブ
10:00

WaiWaiクラブ
13:30

プロレッスン10:30
ビギナーズレッスン13:30

★★
山上PRO
プロデュース
スポガランデブー
20:30

お休み

お休み

クラブダブルス
20:30

楽笑クラブ
10:00

スマイルクラブ
13:30

ビギナーズレッスン
13:30

プロレッスン10:30

クラブダブルス
20:30

楽笑クラブ
10:00

スマイルクラブ
13:30

ビギナーズレッスン
13:30

プロレッスン10:30
お休み

お休み

お休み

DANGO10:00

SG ダブルス20:30

なごみクラブ13:30

エイトクラブエンジョイクラブ10:00

プロレッスン13:30

ミレニアップ20:00
N.A.I.S21:30

プロレッスン13:30/19:00



先月度上位入賞者

男性の部 女性の部

10月10日  ５人チーム大会（昼の部）
優　勝  島村克彦さん、河波博子さん、野村いりゑさん
　　　　　平川敬一朗さん、安達ひとみさん
準優勝  久冨貴子さん、樋口明美さん、長岡眞さん
　　　　　川崎千代子さん、久保山道子さん
第３位  中川一之さん、平田佳子さん、原加代子さん
　　　　　生野恭一さん、井上敏雄さん

9月5日  山上Pプロデューススポガランデブー
優　勝 天本亮暢さん・竹下慎二さん
準優勝 前田政明さん・橋口誠也さん
第３位 薮木正彦さん・久保田九州男さん　

10月度アベレージランキング
1国武公一さん 243.1  
2 天本亮暢さん 234.9
3 東　隆幸さん 227.7 
4 深町浩一さん 225.5
5 橋口誠也さん 225.1
6 佐田　崇さん 224.1  
7 吉山将太さん 222.1  
8 竹下慎二さん 221.3
9 樋口幹人さん 217.3
10石橋　剛さん 217.2

1 井手晴美さん 201.8 
2 円城寺真由美さん 199.4  
3 佐田富美代さん 191.8
4 鴛海利恵さん 187.8
5 織田美紀さん 184.5  
6 柿本公惠さん 176.7
7 平島妙子さん 176.6  
8 重富ゆき子さん 176.2
9 河波博子さん 175.8
10金澤由美子さん 173.8

＊9月 21 日～10 月 20 日の 5ゲーム以上投球されている方で集計しております。
＊対象はリーグ戦・公認大会です。

10月度ハイゲーム（会員限定）
   男性 和田和利さん 299点　　  女性  井手晴美さん 254点

10月度月例競技会
昼の部
優　勝 石橋東一郎さん
準優勝 菅　良治さん
第３位 平川敬一朗さん

夜の部
優　勝 和田和利さん
準優勝 天本亮暢さん
第３位 東　隆幸さん

9月24日  山上プロのいじわるマッチ
　　優　勝 石橋　剛さん
　　準優勝 竹下慎二さん
　　第３位 東　隆幸さん　

9月27日  ５人チーム大会
優　勝  中村チーム 天本亮暢さん、竹下慎二さん
                                東　隆幸さん、石橋　剛さん
準優勝  中田チーム 玉城悠平さん、久保　舜さん
                                岡崎直矢さん、堤　渓都さん
第３位  吉村チーム 佐田　崇さん、佐田富美代さん
                                矢野　勝さん、濱田安徳さん

10月4日寺下プロ＆田代プロ交流大会
昼の部
優　勝 大谷真観さん
準優勝 大畑真由美さん
第３位 鹿毛一弘さん

夜の部
優　勝 稗田清人さん
準優勝 竹下慎二さん
第３位 鴛海利恵さん



山上英章プロボウリングレッスン開催中！

    11月21日  昼の部13：30スタート
   　　     　         夜の部20：30スタート
    シングルス 　4ゲーム　2,500円

月例競技会オフィシャルハンディキャップを使用します。
☆飛び賞、抽選賞あり。

目指せ！キングオブボウラー目指せ！キングオブボウラー

スポガ久留米2019年度     月例競技会

11月26日（火）20：30スタート
 参加料2,000円　３ゲーム個人戦
  スポーツコンディション（難しいコンディション）での
  大会です。ご理解の上ご参加くださいませ。

大会終了後には山上プロによるレーンアジャストの
指導を兼ねたフリー投球も行います。（30分）

山上プロの　   いじわるマッチ

*山上プロも投球します☆

表彰   順位賞、ノーミスゲーム賞
スポガ久留米オフィシャルハンディキャップを使用します。

スポガ久留米公認大会詳細

公認デーモン

公認

11月28日20：30スタート
チーム戦 　4ゲーム　2,500円
スポガ久留米オフィシャルハンディキャップを使用します。
☆全員表彰、抽選賞あり。

公認インストラクター混合 !!
  5 人チーム大会

(ビギナーズレッスン) (ビギナーズレッスン)

スポガ久留米オフィシャルハンディキャップを使用します。
☆勝利者賞 、順位賞

11月7日 (木) 20：30スタート
　　ダブルス　 ３Ｇ+スカッチ2Ｇ
　　　　　　  おひとり様      2,600円
スタッフチームに勝って抽選券GET！

*参加スタッフは当日発表です！

公認 山上PROプロデューススポガランデブー

スポガ久留米オフィシャルハンディキャップを使用します。
☆チーム表彰、ベーカー TOP 賞。

公認

11月14日13：30スタート
チーム戦  2Ｇ+ベーカー2Ｇ
おひとりさま2,000円

NEW★5人チーム大会



   8：00　スポガ出発

10：00　下関ロイヤルボウル着

10：30　ゲーム開始

12：30　ゲーム終了

13：00　唐戸市場到着

14：30　唐戸市場出発

15：00　和楽の湯到着

16：30　和楽の湯出発

18：30　スポガ到着

タイムスケジュール

* 時間は前後することがありますのでご了承ください。

日にち

参加費

定 員

20名

11月29日(金)

昼食とお買い物 ( 約１時間半 )

( バス内で軽食をお出しいたします )

ゲーム料 + お食事 + 温泉 + 楽しい思い出

6000円おひとりさま

スポガ久留米ボウリング場
（7:45 集合）

集 合

バスが出るので
移動は楽ちん♪

* 画像はイメージです。

SALE

11/ 1 30▶▶

11/
FRIFRI SATSAT

バッグ＆シューズ

11/1( 金 ) よりハイスポーツ社の

バッグ、シューズのセールを

開催いたします！

買い替えをお考えの方はこの機会に

ぜひいかがでしょうか！！


