
日付 時間 大会名 Ｇ数 参加資格 料金 ＨＤＣＰ

13:30 お昼のスタッフ　チャレンジマッチ④ 4 自由 ¥2,000 AVG.

20:30 第８回マンデーダブルスリーグ　９Ｗ 4 登録者 ¥2,000 AVG.

ボウリングしてジュースをもらおう♪

★新★ドリンク争奪　ボウリング大会

新しいくらぶで一緒に楽しく投げよう♪

第２回『Ｎくらぶ』　１６戦目

13:30 お昼のスタッフ　チャレンジマッチ⑤ 4 自由 ¥2,000 AVG.
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
とってもお得に朝からボウリング！

お楽しみ　早朝ボウリング大会

13:30 第８回オレンジリーグ　ポジションマッチ戦 4 登録者 ¥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.

10:00 『健康ボウリングくらぶ』午前の部 3 教室卒業者 ¥1,300 クラブ規定

14:00 『健康ボウリングくらぶ』午後の部 3 教室卒業者 ¥1,300 クラブ規定
アプローチのアイドル『本間 成美』プロの

第２回なるなるリーグ　１３戦目

2018プロチャレンジ　第６１弾

『本間 成美』プロ＆『渡邊 瑠花』プロ

『岡田 友貴』プロ

トリプルチャレンジマッチ

2018プロチャレンジ　第６２弾

『岡田 友貴』プロ＆『渡邊 瑠花』プロ

ダブルチャレンジマッチ

13:30 お昼のスタッフ　チャレンジマッチ⑥ 4 自由 ¥2,000 AVG.

20:30 第８回マンデーダブルスリーグ　１０Ｗ 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.

20:30 夜のスタッフ　チャレンジマッチ⑥ 4 自由 ¥2,000 AVG.

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

16:00 『初中級者限定』の澤崎宰ボウリング教室 1.5Ｈ 自由 ¥1,000 ―
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
とってもお得に朝からボウリング！

お楽しみ　早朝ボウリング大会

13:30 第８回オレンジリーグ　打上げパーティー 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.

10:00 『健康ボウリングくらぶ』午前の部 3 教室卒業者 ¥1,300 クラブ規定

13:30 お昼のスタッフ　チャレンジマッチ⑦ 4 自由 ¥2,000 AVG.

14:00 『健康ボウリングくらぶ』午後の部 3 教室卒業者 ¥1,300 クラブ規定
ドリンクの種類が倍になりました( ﾟДﾟ)

★新★ドリンク争奪　ボウリング大会

健康ボウリング教室を卒業された方限定のくらぶです。楽しく仲良くボウリングしましょう！

20:30 4 2人チーム ¥2,000
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。

13:30
19:00

4 自由
会￥3,800
一￥4,500

AVG.

13:30
18:00

4 自由
会￥3,500
一￥4,000

AVG.

５回参加ごとに貯まったポイントを１ポイント４０円にて計算し金券にて表彰となります。

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♪

朝から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(#^^#)

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。

この大会、現在とっても赤字なので、今月から順位表彰の内容を一部変更させて頂きますね♪

夕方からも、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♪

10:00 4

内容＆コメント

23日（木）

とってもお得な早朝ボウリング大会です！順位表彰は参加者全員表彰で金券+参加賞です♪

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♪

24日（金）

健康ボウリング教室を卒業された方限定のくらぶです。楽しく仲良くボウリングしましょう！

本日は、アプローチのアイドルがいませんが、皆様、どうぞ宜しくお願い致します(*‘ω‘ *)

27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♪勝利者賞は500円分金券♪

『岡田　友貴』プロは、第３弾Ｐ★リーガー発掘プロジェクトにも合格されました(*^▽^*)

26日（日）

オレンジボウル　2018年のプロチャレンジマッチ第62弾♪

プロテストに合格したばかりの『渡邊 瑠花』プロ＆『岡田 友貴』プロが連日の登場です！

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第３０回目♪

本年度のプロテストに合格したばかりの『渡邊 瑠花』プロ＆『岡田 友貴』プロがゲストです！
25日（土）

オレンジボウル　2018年のプロチャレンジマッチ第61弾♪

22日（水）

10:00

4

第８回マンデーダブルスリーグ　１０週目！ダブルスチーム戦は楽しいですよ(#^^#)

13:30 ★一番稼げる★オレンジ ポイント争奪戦 自由

28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。
13:30 ★一番稼げる★オレンジ ポイント争奪戦 4 自由 ¥2,000 AVＧ.

29日（水）

13:30 4 AVG189以下 ¥2,000 AVＧ.

20:30 4 2人チーム ¥2,000

自由 ¥2,000 AVG.
そして、さらに豪華なこちらも参加者全員に当たる選べる抽選賞にもご期待下さい♪

第８回オレンジリーグ！本日は、打上個人戦＆表彰式です♪       

女性は９スぺでもＯＫ。今月から、伊藤園さんの製品が更に充実♪種類が倍になりましたよ～

20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♪勝利者賞は500円分金券♪

第８回マンデーダブルスリーグ　９週目！ダブルスチーム戦は楽しいですよ(#^^#)

21日（火）

健康ボウリング教室を卒業された方限定のくらぶです。楽しく仲良くボウリングしましょう！

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♪

20:30 4 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♪

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！！

30日（木）

とってもお得な早朝ボウリング大会です！順位表彰は参加者全員表彰で金券+参加賞です♪

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♪

31日（金）

¥2,000 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。

５回参加ごとに貯まったポイントを１ポイント４０円にて計算し金券にて表彰となります。

4 自由 ¥1,800 クラブ規定
どなたでもいつでも、ご参加頂けるくらぶです♪当日の表彰は全員に当たる抽選賞です♪

Ｎスタッフと一緒に楽しく投げましょう♪年末の12月には打ち上げパーティーも開催！

10:00 4 自由 ¥2,000 AVG.
そして、さらに豪華なこちらも参加者全員に当たる選べる抽選賞にもご期待下さい♪

20:30 4 自由 ¥2,200 AVG.
夜のスタッフチャレンジ！今月は９戦全勝で10000円分の金券を進呈♪勝利者賞は500円分金券♪

女性は９スぺでもＯＫ。今月から、伊藤園さんの製品が更に充実♪種類が倍になりましたよ～

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♪

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！！

21:00 4
リーグ戦
登録選手

¥2,500 リーグ規定

第８回オレンジリーグ！本日は最終ポジション戦です。一発逆転狙っていきましょう♪       

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

５回参加ごとに貯まったポイントを１ポイント４０円にて計算し金券にて表彰となります。

健康ボウリング教室を卒業された方限定のくらぶです。楽しく仲良くボウリングしましょう！

アプローチのアイドル『本間 成美』プロと一緒に楽しく投げよう！なるなるリーグ♪

今月のゲストプロは『岡田 友貴』プロです♪(≧▽≦)　楽しんでいきましょう！


