
日付 時間 大会名 Ｇ数 参加資格 料金 ＨＤＣＰ
2017プロチャレンジ 第２０弾

『秋吉 夕紀』プロ＆『本間 成美』プロ

ダブルチャレンジマッチ

13:30 2017プロチャレンジ 第２１弾 会￥2,800

18:00 『秋吉 夕紀』プロチャレンジマッチ 一￥3,500

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 １２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５回オレンジリーグ《昼の部》１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 『さわぴ〜』スタッフチャレンジマッチ⑥ 4 自由 ¥2,000 AVG.
クラブ⽉例会

第１５回 『転球会』

自分のアベレージクラスで目指せ優勝 予4
上級・中級・初級 クラス別大会 決1

予6

決2

13:30 『播摩 友和』プロのチャレンジマッチ 4 自由 ¥2,500 AVＧ.

16:00 『播摩 友和』プロのボウリング教室 2Ｈ 自由 ¥1,000 ―

19:00 夜のスタッフ チャレンジマッチ⑥ 4 自由 ¥2,000 AVG.

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 １３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⑤ 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』⑦

20:30 ハイフレームダブルス 10万円大会 4 自由 ¥2,000 規定

10:00 お楽しみ 早朝ボウリング大会 4 自由 ¥2,000 AVG.

13:30 第５回オレンジリーグ《昼の部》２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⑦ 4 自由 ¥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.
今日は澤崎スタッフのお誕生日ですよ♫

澤崎宰バースデーチャレンジ︕

13:30

19:00

13:30

19:00

29日（土）

4

優勝者は発売中のお好きなボールを１個お選び頂けます。以下、金券での表彰となります。

さらに優勝者は来年１月に開催される年間王座決定戦への参加資格を獲得できます！

20:30 4
3人チーム戦
先着9チーム

¥2,200

いよいよオレンジリーグの第５回がスタートします♪みんなでボウリングを楽しもう(●´ω｀●)

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～♪

27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♪

次週はゴールデンウィークの為、お休みですよ～。

新しくなった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♪

28日（金）

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。

当然、澤崎スタッフが素敵な抽選賞をご提供してくれますので、お楽しみ♪

賞品には、ボールやバッグや小物などのボウリング関連や金券、

家電製品や食料品、日用品など色々なお品物をご用意させて頂きます！

24日（月）
新しくなった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♪

《GW特別オレンジトーナメント》

4/29〜5/7までの９⽇間開催

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！！

25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♪勝利者賞は500円分金券♪

26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♪

チーム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10万円進呈！

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！
4 自由 ¥1,800 クラブ規定

20:30 4 自由 ¥2,000 クラブ規定
どなたでも参加ＯＫ。今月はの内容は、とてつもなくお得なドリンク争奪戦を開催します♪

23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のチャレンジマッチの開催です。

今月も播磨友和プロのボウリング教室を開催（*^_^*） 何でも聞いてみてください♪

22日（土）

上級・中級・初級に分かれての３クラス別の大会。決勝戦は各クラスごとの上位３名様。

年齢・性別ＨＤＣPを採用。各クラスの優勝者は翌月の同大会に無料でご招待♪

19:00 豊川オレンジボウル月間王座決定戦 AVG.

本日は、２２時閉店とさせて頂きます。ご理解の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

13:30 自由 ¥2,000 年・性

自由 ¥3,000

新しくなった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♪

内容＆コメント

16日（日）
前日に続きまして、本日もＤＨＣ所属の美人ボウラー『秋吉 夕紀』プロのチャレンジマッチ！

皆様のご参加、お待ちしてます（●＾o＾●）

第１５回目の記念ゲストボウラーはＤＨＣ所属の大人気美人ボウラーにご参加頂きます♪

4 自由 AVＧ.

20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♪

新しくなった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♪

19日（水）

4

13:30 4 AVG189以下 ¥1,800 AVＧ.
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。

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！！！

18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～(#^.^#)

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！！

30日（日）

15日（土）
13:30
19:00

4 自由
会￥3,500
一￥4,000

AVG.

P★リーガー アプローチのアイドル『本間 成美』プロのなるなるチャレンジマッチ第１５弾！

ＤＨＣ発ボウリング娘から大人気の実力派美人ボウラー『秋吉 夕紀』プロ♪

17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♪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 自由 ¥2,200 AVG.
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！

13:30

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♪

第５回のリーグ戦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！！

21日（金）

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♪

『転球会』の第１５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！

20:30 4 自由 ¥2,000 AVG.
本日は、待ちに待った澤崎スタッフのお誕生日に澤崎スタッフにチャレンジです！

ゴールデンウィーク期間中の特別イベントのトーナメント！！！

４月２９日（金）～５月８日（日）までの９日間、全１５シフト開催！
自由 ¥2,500 AVG.


