
日付 時間 大会名 Ｇ数 参加資格 料金 ＨＤＣＰ

13:30 『なみぴ〜』スタッフチャレンジマッチ③ 4 自由 ¥2,000 AVG.

20:30 第４回マンデーダブルスリーグ ３週目 4 登録者 ¥2,000 AVG.

13:30 ★一番稼げる★オレンジ ポイント争奪戦 4 自由 ¥2,000 AVＧ.

20:30 夜のスタッフ チャレンジマッチ③ 4 自由 ¥2,000 AVG.
新しいくらぶで一緒に楽しく投げよう♪

第１回 『Ｎくらぶ』③
２⼈で協⼒して目指せパーフェクト︕︕ 女性：１０
ハイフレームダブルス 10万円大会 ＧＳ：１０

10:00 お楽しみ 早朝ボウリング大会 4 自由 ¥2,000 AVG.

13:30 第４回オレンジリーグ《昼の部》８週目 4 登録者 ¥2,000 AVG.

20:30 夜のスタッフ チャレンジマッチ④ 4 自由 ¥2,000 AVG.

13:30 『ぴろぴ〜』スタッフチャレンジマッチ④ 4 自由 ¥2,000 AVG.
クラブ⽉例会

第１３回 『転球会』
今⽉はドリンク争奪戦の特別編

『村山 文佳』プロと一緒にドリンク争奪戦♪
バースデーチャレンジ１日目

2017プロチャレンジ 第８弾
『村山 文佳』プロ＆『久保田 彩花』プロ

バースデーチャレンジ２日目
9:30 早朝健康ボウル 『だんらんクラブ』 2 登録者 ¥1,100 規定

13:30 『きのぴ〜』スタッフチャレンジマッチ⑤ 4 自由 ¥2,000 AVG.

20:30 第４回マンデーダブルスリーグ ４週目 4 登録者 ¥2,000 AVG.

10:00 シニア＆レディース ボウリング大会 4 規定 ¥2,000 AVG.

13:30 ★一番稼げる★オレンジ ポイント争奪戦 4 自由 ¥2,000 AVＧ.
ボウリングしてジュースをもらおう♪
ドリンク争奪戦★コカコーラ＆伊藤園★

10:00 『初中級者限定』の澤崎宰ボウリング教室 1.5Ｈ 自由 ¥1,000 ―
新しくなってさらに楽しくお得に❕❕
初級・中級者限定ボウリング大会
まさかのトリオチームでハイフレ︕︕ 女性：１０
ハイフレーム トリオチーム大会 ＧＳ：１０

10:00 お楽しみ 早朝ボウリング大会 4 自由 ¥2,000 AVG.

13:30 第４回オレンジリーグ《昼の部》９週目 4 登録者 ¥2,000 AVG.

21:00 夜のスタッフ チャレンジマッチ⑤ 4 自由 ¥2,000 AVG.

13:30 『さわぴ〜』スタッフチャレンジマッチ⑥ 4 自由 ¥2,000 AVG.

21:00 夜のスタッフ チャレンジマッチ⑥ 4 自由 ¥2,000 AVG.

13:30 『太田 朱虹』プロチャレンジ︕ 昼の部 4 自由 ¥2,800 AVＧ.
『太田 朱虹』プロの

健康ボウリング教室（２時間投げ放題）
19:00 『太田 朱虹』プロチャレンジ︕ 夜の部 4 自由 ¥2,800 AVＧ.

2017プロチャレンジ 第１０弾
『播摩 友和』プロ＆『太田 朱虹』プロ

ダブルチャレンジマッチ
13:30 『なみぴ〜』スタッフチャレンジマッチ⑦ 4 自由 ¥2,000 AVG.

20:30 第４回マンデーダブルスリーグ ４週目 4 登録者 ¥2,000 AVG.

13:30 ★一番稼げる★オレンジ ポイント争奪戦 4 自由 ¥2,000 AVＧ.

20:30 夜のスタッフ チャレンジマッチ⑦ 4 自由 ¥2,000 AVG.

翌々日の２月２０日は、なんと、あの『村山 文佳』プロのお誕生日です！！！！！

13:30
18:00

4 自由
会￥3,000
一￥3,500

AVG. とってもとっても可愛い『太田 朱虹』プロのダブルチャレンジマッチ！！

16:00 2Ｈ 自由

19日（日）

アベレージ189以下の方だけが参加できる大会。賞品は全員表彰で全て金券になります。

会￥3,500
一￥4,000

AVG. と、いうことで、お世話になっている村山プロのバースデー記念チャレンジマッチです。

22日（水）

あなたのスプリットな疑問をスタッフ澤崎がストライクに変えてみせます(#^^#)

まさかの３人チームのハイフレームゲームでチームパーフェクトゲームを狙います！！

チームパーフェクト達成でチームに3000円分金券を進呈。何回でも獲得できますよ～♪

13:30 4 AVG189以下 ¥1,800 AVＧ.

ストライクやスペア、スプリットメイクや当日の順位、参加ポイントなどで稼ぎましょう。

夜のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪勝利者賞は500円分金券♪

※１ ハイフレーム戦2ゲーム+スカッチ戦3ゲーム ※オレンジボウル会員ではない⽅の⼤会参加料⾦は+200円になります。（プロチャレ、教室など除く）

14日（火）
ストライクやスペア、スプリットメイクや当日の順位、参加ポイントなどで稼ぎましょう。

夜のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪ピタリ賞は1万円分金券♪

昼のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪ピタリ賞は1万円分金券♪

参加チーム募集中です！！チームの力でリーグ戦優勝を目指しましょう！！
27日（月）

28日（火）

とってもとっても可愛い若手女子プロ『太田 朱虹』プロのチャレンジマッチお昼の部♪

貴重な若手女子プロの教室。楽しみながら色んなことを聞いて上達しましょう！！

めちゃくちゃ可愛い若手女子プロ『太田 朱虹』プロのチャレンジマッチ夜の部♪

26日（日）

とっても気さくで話も楽しい笑顔が素敵な『播磨 友和』プロと

2017年最初の美女と野獣チャレンジをお楽しみに( *´艸｀)

¥1,000 ―
若手女子の太田朱虹プロをお招きして、とても楽しい健康ボウリング教室を開催（*^_^*）

25日（土）

24日（金）
お昼の稼げるスタッフチャレンジ！当日表彰の他にチャレンジ勝利回数によっての特別賞も♪

夜のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪ピタリ賞は1万円分金券♪

23日（木）

とってもお得な早朝ボウリング大会！金券での全員表彰とさらに豪華な全員抽選賞にもご期待下さい♪

夜のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪勝利者賞は500円分金券♪

AVG.

リーグ戦第９戦目！！もうすぐ春ですね～(=^・^=)

21日（火）

シニア（55歳以上）の方と女性の方のみ限定の大会です。全員表彰ですよ～(#^.^#)

ストライクやスペア、スプリットメイクや当日の順位、参加ポイントなどで稼ぎましょう。

20:30 4 自由 ¥2,200
ストライクやスプリットメイク１個に付きお好きなドリンクが１本獲得できる素敵な大会♪

女性は９スぺでもＯＫ。３５０㎖缶コカ・コーラ製品や伊藤園のお茶や野菜ジュースなどなど！

20:30 4
3人チーム戦
先着9チーム

¥2,200

今年からさらにお得に！ストライクが出たらお好きなジュースをプレゼント！！！

2人チーム ¥2,000

自由

翌日の２月２０日は、『村山 文佳』プロのお誕生日です！！！！！

『久保田 彩花』プロと一緒にみんなでお祝いしませんか？（●＾o＾●）

20日（月）

朝からみんなで楽しくわいわいボウリングをして健康になりましょう♪

ということで本日は、ドリンク争奪戦に『村山 文佳』プロがゲスト参加して頂けます♪

ストライクなどで獲得したジュースをプロにプレゼントしてみてはいかがでしょうか(^o^)

昼のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪勝利者賞は500円分金券♪

参加チーム募集中です！！チームの力でリーグ戦優勝を目指しましょう！！

18日（土）

13:30
18:00

4 自由

13:30
19:00

4 自由
会￥2,800
一￥3,500

AVG.

¥1,800 クラブ規定

リーグ戦第８戦目！！いよいよ後半戦に突入です(●´ω｀●)

夜のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪勝利者賞は500円分金券♪

13日（月）
昼のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪ピタリ賞は1万円分金券♪

参加チーム募集中です！！チームの力でリーグ戦優勝を目指しましょう！！

17日（金）

内容＆コメント

15日（水）

どなたでもご参加頂けるくらぶなので、お気軽にどうぞ～♪当日の全員表彰＆ポイントによる表彰♪

２人チームのハイフレームゲームでのスコアで順位を決定。女性＆ＧシニアＨＤＣＰを採用。

ハイフレームゲームでのチームパーフェクト達成は最大4ゲーム連続で金券10万円！！

16日（木）

とってもお得な早朝ボウリング大会！金券での全員表彰とさらに豪華な全員抽選賞にもご期待下さい♪

昼のスタッフチャレンジ！今月は７戦全勝で5000円分の金券を進呈♪ピタリ賞は1万円分金券♪

『転球会』の第１３回月例会です。競技内容は毎月変わりますのでお楽しみに！

どなたでも参加ＯＫ。今月は勝手にハイフレームダブルス１０万円大会を開催します♪

13:30 4
スタッフやみんなと楽しく公認ゲームを投げましょう！12月には打ち上げパーティーも開催！

20:30 4

20:30 4 自由 ¥2,000 クラブ規定


