
東中野ＢＣ　開催競技会カレンダー SUN 日曜日

MON TUE WED THU FRI SAT 土曜日

11月 2日 11月 3日 11月 4日 11月 5日 11月 6日 ペア戦中止 11月 7日 11月 8日
第1金

午前 午前 午前 午前

11月 9日 ペア戦中止 11月 10日 11月 11日 11月 12日 ペア戦中止 11月 13日 11月 14日 11月 15日
第2月 第2木

午前 午前 午前 午前 午前

11月 16日 11月 17日 11月 18日 11月 19日 11月 20日 ペア戦中止 11月 21日 11月 22日
第3金

午前 午前 午前 午前 午前

11月 23日 11月 24日 11月 25日 11月 26日 ペア戦中止 11月 27日 11月 28日 11月 29日
第4木

午前 午前 午前 午前

11月 30日 ウィークリー
お休み

12月 1日 12月 2日 ウィークリー
お休み

12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
第1金

午前 午前 午前

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

　＊ スーパーラッキージュニ
ア ：￥2,000/人

　＊ 服部杯
　（お申込みはJCBLへ）

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア ：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキーかたっぽライフ
：￥3,000/人

：￥3,200/人 ：￥3,200/人

　＊ ラッキーＳＴＦペア ：￥3,000/人

午後

１日
ラッキーSRR&ペア／仮面舞
踏会／イーブンチャンスチー
ム

仮面舞踏会

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキースイスペア
：￥3,000/人 　＊ ラッキーかたっぽライフ ：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキーかたっぽライフ
：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会

ラッキーＳＲＲ＆ペア ラッキーＳＲＲ＆ペア

ラッキーかたっぽライフイーブン

ラッキーＳＲＲ＆ペア

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

　＊ ラッキーかたっぽライフ
：￥3,000/人　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

：￥3,200/人

：￥3,200/人

ラッキーＳＲＲ＆ペア

仮面舞踏会

OPEN/Δ1111/Δ333 ラッキーかたっぽライフイーブン ラッキーＳＲＲ＆ペア
ラッキーＳＴＦペア　Δ３３３３

ラッキーＳＴＦペア　Δ３３３３

：￥3,200/人

仮面舞踏会

　＊ ラッキーＳＴＦペア
：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキーＳＴＦペア
　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

：￥3,200/人

ラッキーＳＲＲ＆ペア

午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後 午後午後 OPEN/Δ1888/Δ333

ラッキーＳＲＲ＆ペア

　＊ ラッキーかたっぽライフ
：￥3,000/人

OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ333 ラッキーかたっぽライフイーブン ラッキーかたっぽライフイーブン

OPEN/Δ1777/Δ888

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

午後 OPEN/Δ1555/Δ777 ：￥3,200/人午後 OPEN/Δ1888/Δ333 　＊ 仮面舞踏会：￥4,000/人

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

ラッキーＳＲＲ＆ペア

スーパーラッキージュニアペア　Δ100

OPEN/Δ1111/Δ555

　＊ ラッキーかたっぽライフ

仮面舞踏会

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

仮面舞踏会

：￥3,200/人

ぴよぴよペア
（Δ100／50）

：￥3,000/人

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア ：￥3,000/人

午後 OPEN/Δ1555/Δ777　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

：￥3,000/人　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

OPEN/Δ1111/Δ555 ラッキーＳＲＲ＆ペア ラッキーかたっぽライフイーブンOPEN/Δ1111/Δ555

ラッキーＳＲＲ＆ペア

ぴよぴよペア
（Δ100／50） わかば倶楽部 わかばチーム（2Ａ2Ｋ）

イーブンチャンス（弁当付）

OPEN/Δ1111/Δ333

仮面舞踏会

ラッキーＳＲＲ＆ペア

服部杯

仮面舞踏会

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

　＊ ラッキーＳＴＦペア
：￥3,000/人　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

かたっぽライフイーブン
(弁当付）

ラッキーＳＴＦペア　Δ３３３３

午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後 OPEN/Δ1777/Δ888 午後 午後 OPEN/Δ1888/Δ333

ぴよぴよペア
（Δ100／50） わかば倶楽部

OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555

ラッキーＳＲＲ＆ペア

午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

午後 OPEN/Δ1777/Δ888 午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後 OPEN/Δ1777/Δ888

わかばチーム（2Ａ2
Ｋ）

ぴよぴよCCG　Δ100

OPEN/Δ1555/Δ333 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555 ラッキーＳＴＦペア　Δ２２２２

イーブンチャンス（弁当付） 仮面舞踏会 仮面舞踏会

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア 　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペアぴよぴよペア
（Δ100／50） わかば倶楽部

かたっぽライフイーブン
(弁当付）

仮面舞踏会

Weekly IMP わかば倶楽部

かたっぽライフイーブン
(弁当付）

仮面舞踏会

午後 OPEN/Δ1777/Δ888 午後 OPEN/Δ1555/Δ777

わかばチーム（2Ａ2
Ｋ）

OPEN/Δ1555/Δ333 OPEN/Δ1111/Δ555 ラッキースイスペア

午後午後 OPEN/Δ1777/Δ888

OPEN/Δ1111/Δ555 ハンディキャップペア

：￥3,200/人
　＊ 仮面舞踏会
　＊ ハンディキャップペア

ラッキーかたっぽライフイーブンラッキーＳＲＲ＆ペア

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

２０２０年 １１月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

仮面舞踏会 仮面舞踏会イーブンチャンス（弁当付）仮面舞踏会

（注意）ウィークリーゲーム開催変更日：11/6、11/9、11/12、11/20、11/26、
11/30、12/2



東中野ＢＣ　開催競技会カレンダー

MON TUE WED THU FRI SAT 土曜日 SUN 日曜日

11月 30日 ウィークリー
お休み

12月 1日 12月 2日 ウィークリー
お休み

12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
第1金

午前 午前 午前

12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月 10日 12月 11日 12月 12日 12月 13日
第2木

午前 午前 午前 午前 午前

12月 14日 12月 15日 12月 16日 12月 17日 12月 18日 12月 19日 12月 20日
第2月 第3金

午前 午前 午前 午前 午前

12月 21日 12月 22日 12月 23日 12月 24日 12月 25日 12月 26日 12月 27日
第4木

午前 午前 午前 午前 午前

12月 28日 ウィークリー
お休み

12月 29日 ウィークリー
お休み

12月 30日 12月 31日 1月 1日 1月 2日 1月 3日
年末ジャンボ　仮面舞踏会ＩＩ

　＊ 年末ジャンボ
：￥3,200/人　　　　仮面舞踏会

年末ジャンボ　仮面舞踏会Ｉ

　＊ 年末ジャンボ
：￥3,200/人　　　　仮面舞踏会

わかばチーム（2Ａ2Ｋ）

午後 OPEN/Δ1888/Δ333
　＊ ラッキーＳＴＦペア

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア 　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

：￥3,200/人 ：￥3,200/人

：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキーＳＴＦペア
：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会

仮面舞踏会

ラッキーＳＴＦペア　Δ３３３３

ラッキーＳＲＲ＆ペア ラッキーＳＲＲ＆ペア

イーブンチャンス（弁当付）

OPEN/Δ1111/Δ333

午後 OPEN/Δ1888/Δ333 　＊ 仮面舞踏会 　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア ：￥3,000/人 ：￥3,000/人

ラッキーＳＴＦペア　Δ３３３３

仮面舞踏会

服部杯

仮面舞踏会

ラッキーＳＲＲ＆ペア

　＊ 服部杯
：￥4,000/人　（お申込みはJCBLへ）

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア ：￥3,000/人
ぴよぴよペア
（Δ100／50）

わかばチーム（2Ａ2
Ｋ）

ラッキーＳＲＲ＆ペア

OPEN/Δ1888/Δ333
　＊ ラッキーライフイーブン

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人 　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

：￥3,000/人

わかば倶楽部
　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア ：￥3,000/人 　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

仮面舞踏会

OPEN/Δ1555/Δ333 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ333 ラッキーかたっぽライフイーブン ラッキーＳＲＲ＆ペア

かたっぽライフイーブン
(弁当付）

仮面舞踏会

かたっぽライフイーブン
(弁当付）

イーブンチャンス（弁当付） 仮面舞踏会 仮面舞踏会

ラッキーかたっぽライフイーブン

ぴよぴよCCG　Δ100 ラッキーＳＲＲ＆ペア ラッキーＳＲＲ＆ペア

OPEN/Δ1555/Δ333 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ333 ラッキーＳＴＦペア　Δ３３３３

OPEN/Δ1111/Δ333OPEN/Δ1111/Δ555

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

OPEN/Δ1555/Δ777

ラッキーＳＲＲ＆ペア

　＊ ラッキーライフイーブン

：￥3,200/人午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後

２０２０年 １２月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

※11/30（月）、12/2（水）はウィークリーはお休み。12/28（月）～1/3（日）は年末・新年イベントのみ開催

仮面舞踏会 仮面舞踏会

OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555 ラッキーＳＲＲ＆ペア ラッキーかたっぽライフイーブン

仮面舞踏会

ラッキーＳＲＲ＆ペア

：￥3,000/人

午後 OPEN/Δ1777/Δ888 午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後 OPEN/Δ1555/Δ777

わかばチーム（2Ａ2
Ｋ）

かたっぽライフイーブン
(弁当付）

OPEN/Δ1111/Δ555 OPEN/Δ1111/Δ555

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

OPEN/Δ1555/Δ333

Weekly IMP ぴよぴよペア
（Δ100／50）

午後 OPEN/Δ1777/Δ888

わかば倶楽部

午後 OPEN/Δ1777/Δ888

わかば倶楽部／サロン

　＊ ラッキーＳＴＦペア

ぴよぴよペア
（Δ100／50）

OPEN/Δ1888/Δ333午後 OPEN/Δ1777/Δ888 午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後 ：￥3,200/人

　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア 　＊ ラッキーＳＲＲ＆ペア

　＊ 仮面舞踏会 ：￥3,200/人

：￥3,000/人

　＊ 仮面舞踏会

　＊ ラッキーライフイーブン
：￥3,000/人

午後 OPEN/Δ1777/Δ888 午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後 OPEN/Δ1777/Δ888 午後 OPEN/Δ1555/Δ777 午後

ぴよぴよペア
（Δ100／50）


