
日 スコア スコア スコア

4 1328 1325 1301
6 1226 1212 1174
7 984 952 914
9 843 831 828
11 1362 1309 1297
13 981 953 949
13 973 939 935
14 863 850 848
16 695 668 641
20 1035 948 940
20 992 934 925
27 965 863 816
27 972 967 942
28 894 893 860
28 931 893 867

秋山　東一・成田　義人伊藤　高光・成田　旭

フレンドボウラーズ月例会兼マンスリーチャンピオン戦
永 田 桂 プ ロ チ ャ レ ン ジ マ ッ チ 13 ： 30

水口　慶吾
伊藤　金明

ス タ ッ フ ふ れ あ い 腕 試 し 大 会
小 金 正 治 プ ロ チ ャ レ ン ジ マ ッ チ 13 ： 30

仲　昇

成田　旭

永 田 桂 プ ロ チ ャ レ ン ジ マ ッ チ 20 ： 30 三井　沙織

山本　真也
山本　俊伸

水口　慶吾
成田　旭

成田　旭
山田　章博
水口　慶吾安藤　清

山田　幸秀
吉住　知晃

水口　慶吾
荻巣　稔 渡辺　明春
岩原　修

伊藤　千草

成田　旭
大鹿　正美

岡田　一夫

三輪　尊守・渡辺　明春
フ レ ン ド ボ ウ ラ ー ズ 月 例 会
ツ イ ン ス カ ッ チ Ｂ Ｏ Ｗ Ｌ

渡辺　明春

湯 楽 杯

フ レ ン ド ボ ウ ラ ー ズ 月 例 会

貴嶋　貢將

高橋　暁
赤井　克守

小 金 正 治 プ ロ チ ャ レ ン ジ マ ッ チ 20 ： 30

成田　旭

伊藤　好則高橋　暁
今長　広行

村上　芳弘
安井　正巳高橋　暁

岡田　一夫

後藤　まゆみ

準　優　勝

日比　武清・日比　光子
第　３　位

赤井　克守

後藤　まゆみ

小 金 正 治 プ ロ チ ャ レ ン ジ マ ッ チ 20 ： 30

後藤　実

平野　一・伊藤　貞子
小 金 プ ロ と 一 緒 に ！ ス ト ラ イ ク チ ャ レ ン ジ
Ｈ Ｄ Ｃ Ｐ フ レ ン ド ボ ウ ラ ー ズ 月 例 会

後藤 　実さん　渡辺 明春さん　山田 幸秀さん

荻巣 　稔さん　伊藤 千草さん　村上 芳弘さん
伊藤 金明さん　安井 正巳さん　岡田 一夫さん

小 金 正 治 プ ロ チ ャ レ ン ジ マ ッ チ 13 ： 30

Ｗ チ ャ レ ン ジ 伊藤　高光・成田　旭

丹羽 稔さん　平田 毅さん

柏木 和光さん　江上 義彦さん

大　　　　　会　　　　　名 優　　　勝

加藤 和歌子さん　島上 尚三さん

後藤 まゆみさん　安藤 清さん　後藤 まゆみさ

２０２１年　　　　　　２月度大会成績　　　　《敬称略》

秋山 東一さん　　吉住 知晃さん　三輪 尊守さん

成田 義人さん　高橋 弘美さん　後藤 まゆみさ

水口 慶吾さん山田 幸秀さん成田 　旭さん

伊藤 高光さん　伊藤 好則さん　貴嶋 貢將さん
水口 慶吾さん　高橋 　暁さん　成田 　旭さん

KING 
ボウラー 

Diamond 
ボウラー 

Gold 
ボウラー 

Silver 
ボウラー 

サンガーデン会員様専用 
サンガーデン会員様以外はご利用できません 

コーヒー１杯 １００円 
※コーヒーを１杯10０円にてご提供いたします。フロントにてご提示下さい 

※本券は１枚５名様、平日のみご利用できます 
本券の有効期限：2021年4月30日（金） 

スポーツ少年団 
月末大会 

塚本 悠太さん 

第62回たまごっちリーグ 
恵ちゃん 

渡辺 明春さん・高橋 恵子さん・丹羽 稔さん 
   リーグ新メンバー募集!! 
 
   ◎ミスターフレンドクラブ     

    第2・第4木曜日17:30  シングルス戦 

   ◎ワールドクラブリーグ      

    木曜日13:30  シングルス戦 

           
       
       お気軽にフロントまで 
        お問合せ下さい。 

第57回 
ユニバーサルリーグ 

浅野 幸恵さん 

第79回 
フラワーリーグ 
渡辺 敏彦さん 

第２7回 津島市長杯ふれあいボウリング大会 
   ★主催：津島市ボウリング連盟  ★後援：津島市・津島市教育委員会・津島市スポーツ協会  

   ★協力：サンガーデン 

    【開催日時】    ５月２日（日） 午前１０：００ （９：３０受付開始）  

   【参加資格】      津島市在住・在勤 または、連盟会員 及び 趣旨に賛同する方 

  【競技内容】     １人３ゲーム トータル得点にて個人順位決定 デュアルレーン方式 

  【参加料金】     １人１，７００円（高校生以下１，４００円）  

                           参加申込書に添えてエントリー受付※貸靴代３５０円は各自 

  【表   彰】     津島市長杯総合優勝・一般の部（男女）・中学生以下の部  

                        優勝～第５位 飛び賞 ハイゲーム賞 

  【申込み場所】 サンガーデンボウリングフロント 

  【申込み期限】 ４月２３日（金） 

LINE会員特典は・・・・ 
①セット料金にプラス１ゲーム投球できます  

  (早起きトクトクボウル、平日16:00～19:00セットは対象外です。割引券・クーポン等の併用は出来ません。) 

②平日16:00～19:00 受付 3ゲーム ８８０円  ③おかわりゲーム、１ゲーム １１０円（5ゲームまで） 

④小学生以下のお子様、3ゲーム ８８０円  ⑤ビリヤード２時間以上申し込みで１時間無料!! 



9:00 ★プラチナクラブ　　 10:00 ◎麗リーグ 10:30 ◎サタデーリーグ
10:00 ★スイートアップルクラブ 10:00 ★クラブなでしこ　　 16:00 津島ボウリング　　
10:30 ◎弥生リーグ 10:00 佐屋クラブ 　　　　　 　スポーツ少年団
13:30 ◎★ワールドクラブリーグ 13:30 ◎Ｈ２リーグ　　　 18:00 ◎楽遊クラブ
13:30 ★木曜フレンドクラブ 13:30 ◎ドルフィンリーグ
13:30 ★ワンダラークラブ 13:45 ◎アテネリーグ
20:30 ◎ガミさんリーグ 15:30 ★ハローヘルスクラブ
20:30 ◎プレミアリーグ 19:00 ★シェイプアップクラブ

20:30 ◎スーパーリーグ

10:00 ★ハッピーズクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 9:00 ★Good Morningクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 10:00 ◎愛西リーグ　　 10:30 つしまジュニア
10:30 ◎フラワーリーグ 10:00 ★コスモスクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 10:30 ◎つし丸リーグ 10:00 ★うらら倶楽部 16:00 津島ボウリング　　
10:30 ★クラウン倶楽部 10:30 ◎サンシャインリーグ 10:00 佐織クラブ 10:30 ★やよいクラブ 10:00 ★クラブなでしこ　　 　スポーツ少年団
13:15 ◎マスターズクラブリーグ 13:30 ◎ユニバーサルリーグ 10:00 ★マーメイドクラブ 13:30 ◎★ワールドクラブリーグ 13:30 ◎Ｈ２リーグ　　　
13:30 ★桜クラブ　　　　 13:30 ★ひまわりクラブ 13:15 ◎★チューリップクラブ 13:30 ★ワンダラークラブ 13:30 ◎ドルフィンリーグ

13:00 ★アクティブクラブ　　 19:30 心愛クラブ 20:00 ★ゴールドクラブ 13:30 ★令和クラブ 17:30 ★ミスターフレンドクラブ 13:45 ◎アテネリーグ
17:30 ★スポーツプラザレッスン 20:00 ★無敵艦隊クラブ 20:30 ◎ガンバリーグ 13:45 ◎ライオンリーグ 18:00 ◎津島市役所クラブ 15:30 ★ハローヘルスクラブ

20:30 ◎たまごっちリーグ 20:30 ★連盟スポーツ教室 13:45 ★スポーツプラザレッスン 20:30 ◎プレミアリーグ 19:00 ★シェイプアップクラブ

13:45 ★ぴよぴよクラブ 20:30 ◎ＳＳＳ愛好会
17:00 津島ボウリングスポーツ少年団

18:15 ◎９９リーグ

10:30 ★紫陽花クラブ 10:00 ★ハッピーズクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 9:00 ★Good Morningクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 10:00 ◎麗リーグ 10:30 ◎サタデーリーグ
13:00 ★アクティブクラブ　　 10:30 ◎フラワーリーグ 10:00 ★コスモスクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 10:00 ★スイートアップルクラブ 10:00 ★クラブなでしこ　　 10:30 つしまジュニア
17:30 ★スポーツプラザレッスン 10:30 ★クラウン倶楽部 10:30 ★さんしゃいん倶楽部 10:00 ◎トライアングルリーグ 10:30 ◎弥生リーグ 10:00 佐屋クラブ 　　　　　 16:00 津島ボウリング　　
18:00 ◎プレシャスリーグ 13:15 ◎マスターズクラブリーグ 13:30 ◎ユニバーサルリーグ 10:00 ★マーメイドクラブ 13:30 ◎★ワールドクラブリーグ 13:30 ◎Ｈ２リーグ　　　 　スポーツ少年団

13:30 ◎レインボーリーグ 13:30 ★楓クラブ 13:15 ◎★チューリップクラブ 13:30 ★ワンダラークラブ 13:30 ◎ドルフィンリーグ 18:00 ◎楽遊クラブ
13:30 ★桜クラブ　　　　 13:30 ★ひまわりクラブ 13:30 ライラッククラブ 13:30 ★木曜フレンドクラブ 13:45 ◎アテネリーグ
20:00 ステップアップリーグ 20:30 ◎ガンバリーグ 13:30 ★令和クラブ 20:30 ◎ガミさんリーグ 15:30 ★ハローヘルスクラブ
20:00 ★桂プロスクール　 20:30 ◎健康エンジョイリーグ 13:45 ★スポーツプラザレッスン 20:30 ◎ディビジョンリーグ 19:00 ★シェイプアップクラブ

20:30 ◎たまごっちリーグ 20:30 ★連盟スポーツ教室 13:45 ★ぴよぴよクラブ 20:30 ◎スーパーリーグ
17:00 津島ボウリングスポーツ少年団

20:30 ◎ペアマッチリーグ
20:30 ★小金プロレッスン（定員制）

13:00 ★アクティブクラブ　　 10:00 ★ハッピーズクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 9:00 ★Good Morningクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 10:00 ◎愛西リーグ　　
10:30 ◎フラワーリーグ 10:00 ★コスモスクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 10:00 ★スイートアップルクラブ 10:00 ★うらら倶楽部
10:30 ★クラウン倶楽部 10:30 ◎サンシャインリーグ 10:00 佐織クラブ 10:30 ◎つし丸リーグ 10:00 ★クラブなでしこ　　
13:15 ◎マスターズクラブリーグ 13:30 ◎ユニバーサルリーグ 10:00 ★マーメイドクラブ 10:30 ★やよいクラブ 13:30 ◎Ｈ２リーグ　　　 16:00 津島ボウリング　　
13:30 ★桜クラブ　　　　 13:30 ★ひまわりクラブ 13:15 ◎★チューリップクラブ 13:30 ◎★ワールドクラブリーグ 13:30 ◎ドルフィンリーグ 　スポーツ少年団
20:00 ★無敵艦隊クラブ 20:00 ★ゴールドクラブ 13:30 ★令和クラブ 13:30 ★ワンダラークラブ 13:45 ◎アテネリーグ
20:30 ◎たまごっちリーグ 20:30 ◎ガンバリーグ 13:45 ◎ライオンリーグ 17:30 ★ミスターフレンドクラブ 15:30 ★ハローヘルスクラブ

13:45 ★スポーツプラザレッスン 20:30 ◎健康エンジョイリーグ 19:00 ★シェイプアップクラブ

13:45 ★ぴよぴよクラブ 20:30 ◎ディビジョンリーグ 20:30 ◎スーパーリーグ
17:00 津島ボウリングスポーツ少年団 20:30 ★連盟スポーツ教室
18:15 ◎９９リーグ
20:30 ◎ダイヤモンドリーグ
20:30 ◎ペアマッチリーグ

10:30 ★Sunデーモーニング 10:00 ★ハッピーズクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 9:00 ★Good Morningクラブ 13:30 ★ワンダラークラブ 10:00 ◎愛西リーグ　　
10:30 ★紫陽花クラブ 10:30 ◎フラワーリーグ 10:00 ★コスモスクラブ 9:00 ★プラチナクラブ　　 20:30 ★連盟スポーツ教室 10:00 ◎麗リーグ
10:30 スプリットクラブ 10:30 ★クラウン倶楽部 10:30 ★さんしゃいん倶楽部 10:00 ◎トライアングルリーグ 10:00 ★クラブなでしこ　　
13:00 ★アクティブクラブ　　 13:15 ◎マスターズクラブリーグ 13:30 ◎ユニバーサルリーグ 10:00 ★マーメイドクラブ 13:30 ◎Ｈ２リーグ　　　
17:30 ★スポーツプラザレッスン 13:30 ◎レインボーリーグ 13:30 ★楓クラブ 10:30 AISAIボウリングサークル 13:30 ◎ドルフィンリーグ
18:00 ◎プレシャスリーグ 13:30 ★桜クラブ　　　　 13:30 ★ひまわりクラブ 13:15 ◎★チューリップクラブ 13:45 ◎アテネリーグ

20:00 ステップアップリーグ 20:30 ◎JBCサンガーデン 13:30 ★令和クラブ 15:30 ★ハローヘルスクラブ
20:00 ★桂プロスクール　 クラブ月例会 13:45 ★スポーツプラザレッスン 19:00 ★シェイプアップクラブ

20:30 ◎たまごっちリーグ 13:45 ★ぴよぴよクラブ 20:30 ◎スーパーリーグ
17:00 津島ボウリングスポーツ少年団

20:30 ◎ダイヤモンドリーグ
20:30 ◎ペアマッチリーグ

注）『◎』ＡＶＥ認定ゲームです。 ・・・・プロボウラーがワンポイントアドバイスをさせていただきます。

注）『※』チャンピオン割引き対象の競技会です。 ・・・・インストラクターがワンポイントアドバイスをさせていただきます。

注）『★』どなたでもご参加いただけます。 ・・・・スポーツ指導員がワンポイントアドバイスをさせていただきます。

注）競技会は4ゲーム、参加費は2,600円、フレンド会員以外の方は『+200円』です。

注）『津島市ボウリング連盟月例会』は4ゲーム、参加費は2,200円です。

注）『Ｗチャレンジ』『ツインスカッチｂｏｗｌ』は個人戦2ゲーム、スカッチダブルス2ゲーム。参加費は1,600円（1人）です。お2人でお申込み下さい。

注）スタッフチャレンジスタンプラリーは、3ゲーム、参加費2,200円です。どなたでも参加できます。時間・対戦スタッフに関しましては、上記のカレンダーをご確認ください。（ハンディの付くスタッフには「◆」マークが付いています。）

10時～12時まで
混雑が予想されます。

★スタッフふれあい腕試し大会　10:00

27周年記念大会を投げよう！

◎★スタッフチャレンジ
10:30　　大澤支配人②

4月27日

スタッフ　山本　美紀

◎※★永田　桂プロ
チャレンジマッチ

20:30　加城　裕太郎②
◎※★湯楽杯

◎※フレンドボウラーズ例会

13:30

13：30／20：30

4月30日4月28日 4月29日

◎※フレンドボウラーズ例会

◎※HDCPフレンド

4月25日

4月11日

4月18日

★ハッピーイースター
オールスカッチ
ちゃれんじ☆

19：30

4月26日

4月19日

◎★スタッフチャレンジ
13:30　伊藤　翔市②

各ゲーム①　トータル①

4月24日

20:3020:30　藤田　名美(年性H/C)

4月17日

◎★スタッフと一緒に！！！

兼　マンスリーチャンピオン戦

前回優勝　高木　武也さん

4月10日4月8日4月6日

19：30／21：00
小金　正治プロ

4月20日

◎★前野さん
さよならチャレンジ

13：30

◎★小金プロと一緒に！
ストライクチャレンジ

20：30

10:30

サンガーデンOPEN
27周年記念大会
スタート！！！

水 木

◎★津島市ボウリング連盟月例会

13：30／20：30

◎★ツインスカッチbowl 19:30

金

4月1日

13：30／20：30

◎※★小金　正治プロ

4月12日

◎★スタッフチャレンジ

◎※フレンドボウラーズ例会

後藤　実・八木　育子チーム

4月14日

4月5日

スタンプラリー特別ルール

13：30／20：30

4月4日 4月9日

前回優勝

後藤　実・後藤　まゆみチーム

チャレンジマッチ

ボウラーズ例会

4月2日

4月7日

混雑が予想されます。

第4回
モスバーガーカップ

モーニング大会
10:00

火 土

4月3日

日 月

10時～12時・19時～20時

4月15日 4月16日4月13日

前回優勝
◎★Ｗチャレンジ　10:00

13：30／20：30

チャレンジマッチ　兼

13：30／20：30

連盟親子大会
10：30

◎※★小金　正治プロ

OPEN27周年記念大会

4月23日4月21日 4月22日

参 加 費：お1人様１,７００円 

ＨＤＣＰ：年齢性別ハンディ 

      （スカッチなので、 

       お２人のハンディの平均となります） 

競技内容：４ゲーム投球   

       センターアベレージ非公認大会です      

表  彰：優勝～第５位・５飛賞・ラッキーフレーム賞 

      ブービー賞・最多スペア賞・抽選賞 


