
13:00

10:00 得得練習会 13:00

14:00 得得練習会

10:00 得得練習会 13:00

14:00 得得練習会

10:00 得得練習会

14:00 得得練習会

13:00

10:00 得得練習会 13:00

協会月例会
14:00 得得練習会

20:00

TEL 092-921-1918    FAX 092-921-8750

月　例　会

ビール1ケース or 金券（３，０００円）を

16:00～18:00

15

優勝者特典は来月の月例会の参加費無料!!

倶楽部Tomorrow練習会

そして、1位～3位には米１０キロ or

ファン感謝デー
1ゲームあたり、

５位.７位.１０位以下飛び賞有り!!

1位の方より選んでいただきます。

朝の練習会

吉岡スタッフ

20

　◎１９：３０ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,4００ 円

　◎練習後４ゲーム　1,000円

金券表彰です!!

　◎４ゲーム　２,１００ 円

250円

20:30 金曜リーグ 6W

（お1人様1回7Gまで）

※13：00～16：00頃まで

あらかじめご了承ください。

サービス券は使用出来ません。

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

13:30 13ポンド以下選手権

　◎４ゲーム　２,１００ 円

14:00

　◎１３：００ 練習スタート

お昼から投げよう会★

　◎４ゲーム　２,６００ 円

金券表彰です!!

ＰＰリーグ ７W
13L～30Lは使用出来ませんので

　◎１９：３０ 練習スタート

シングルリーグ

投げ放題（２時間）

(会員)１，２００円(一般)１，５００円

優勝～５位.７位.１０位以下飛び賞

　◎練習後３ゲーム　１,３００円

16:00～18:00

10:00 朝の練習会

ＰＰリーグ ８W

　◎１９：３０ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,１００ 円

森元プロと

　◎１３：００ 練習スタート

ダブルスリーグ 4W

　◎４ゲーム　２,１００ 円

金券表彰です!!

　◎練習後４ゲーム　１,5００円

20:30

お昼から投げよう会★
13:30

金券表彰です!!

14:00 古賀プロレッスン会

　◎練習後４ゲーム　1000円

金券表彰です!!

20:00 小早川スタッフと　◎１３：００ 練習スタート

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

10:00
筑紫野市ボウリング

　◎９：４５　　練習スタート

　◎３ゲーム  １，７００　円

24

20:30

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

18:00 夜の練習会

　◎１０：００ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,１００ 円

17

18:00

10:00

25
森元プロレッスン会

古賀プロレッスン会

　◎練習後３ゲーム　１,３００円

14:00

14:00 古賀プロレッスン会

　◎練習後４ゲーム　１,5００円

20:30 ＰＰリーグ ６W

20:30 シングルリーグ 4W

金券表彰です!!

森元プロレッスン会

　◎練習後３ゲーム　１,３００円

14:00 古賀プロレッスン会

　◎練習後４ゲーム　１,5００円

2W

　◎１３：００ 練習スタート

金券表彰です!!

　◎４ゲーム　２,１００ 円

18

ふれあい大会

夜の練習会

10:00

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

　◎１３：４５ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,６００ 円

18:00 夜の練習会

　◎練習後４ゲーム　１,5００円

投げよう会★

10
10:00

10:30 溝口スタッフと
　◎練習後３ゲーム　１,３００円

18:00

森元プロレッスン会

11

夜の練習会

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

18:00

20:00 職場サークル対抗

　◎練習後４ゲーム　1,000円
13:30 こんにちは大会

ボウリング大会

　◎お１人様　２，６００円

３名１チームにてお申込み下さい

夜の練習会

　◎練習後４ゲーム　１,３００円
1W

　１０：００　　練習スタート

友鵬杯

　◎３ゲーム  １,６００円

13:30

ボウリング大会!!  

　◎１３：００ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,１００ 円

金券表彰です!!

参加費２，４００円練習は30分間です、祝日はお休みになります。

じっくり教わってみませんか？

3(文化の日)

渡辺プロレッスン会

20:30

87
10:00

6

　◎練習後４ゲーム　1,000円
朝の練習会

5

13:30 渡辺プロと
メンバー募集中です♪

営業時間のご案内

メンバー募集中です♪

２０１９年１１月　大会・イベントカレンダー TEL (092) 921-1918

日曜日～木曜日 １０：００ ～ ２４：００

倶楽部Tomorrow練習会

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

１０：００ ～ 深夜２：００2

土

🎳　大　会　情　報　🎳

日 金火 水

1
渡辺プロレッスン会

月 木
金・土・祝日前今月からプロレッスン会が週4回に!(^^)!

あなたのご都合のいい時間帯にプロから

金曜日→渡辺プロ（朝）

木曜日→古賀プロ（昼）

月曜日→森元プロ(朝)、古賀プロ(昼) 10:00

就職のため、ラストチャレンジとなります。

11月20日（水）　19：30～練習ボール

9

金曜リーグ 4W

(会員)１，２００円(一般)１，５００円

20:00 溝口スタッフ
 チャレンジマッチ★

　◎１９：３０ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,６００ 円

優勝～５位.７位.１０位以下飛び賞

外れ賞は金券500円です。

☆吉岡スタッフファイナルチャレンジ☆

16:00～18:00

　◎練習後３ゲーム　１,３００円

4(振替休日)

金券争奪

投げ放題（２時間）

13
10:00

20:30

13:30 森元プロと

金券表彰です!!

1W

10:00

20:00

13チームから1ＢＯＸ６名です！

お昼から投げよう会★

投げよう会★

金券表彰です!!

　◎１３：００ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,１００ 円

20:30 シングルリーグ

　◎１９：３０ 練習スタート

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

14:00

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

古賀プロレッスン会

　◎練習後４ゲーム　１,5００円

14:00

20:30

21
渡辺プロレッスン会

20:30 金曜リーグ 5W

ダブルスリーグ

13:30

　◎練習後４ゲーム　１,5００円

古賀プロレッスン会

渡辺プロレッスン会

2Wダブルスリーグ

12

14:00 FDMコンペ

26 27

20:30

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

10:00

13:30

朝の練習会
　◎練習後４ゲーム　1000円

　◎練習後４ゲーム　1,000円

　◎練習後４ゲーム　1,000円
渡辺プロと

お昼から投げよう会★

19

　◎練習後４ゲーム　1,000円

　◎１３：００ 練習スタート

20:30

20:00

13:30

20:30

太宰府Jボウル

７位　　　　１，０００円
他の順位（外れ賞）につきましては３００円

優勝　　　　５，０００円

準優勝　　　１，８００円

１１月４日（月）　13：30～

他の順位（外れ賞）金券５００円

20:30 金曜リーグ 8W

16:00～18:00

投げ放題（２時間）

(会員)１，２００円(一般)１，５００円

　◎練習後３ゲーム　１,３００円

29

倶楽部Tomorrow練習会

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

金券争奪ボウリング大会!!

参加費２，１００円　Ｊボウル金券表彰

月例会
しましょう＼(^o^)／

多数のご参加よろしくお願いします！！！！
投げ放題（２時間）

20:00

優勝者は次回招待です!!

10:00
倶楽部Tomorrow練習会

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

　◎４ゲーム　２,６００ 円

　◎練習後３ゲーム　１,３００円

　◎４ゲーム　２,１００ 円

　◎１３：００ 練習スタート

金券表彰です!! (会員)１，２００円(一般)１，５００円

お昼から投げよう会★
吉岡スタッフの門出を皆様でお祝い

　◎１３：００ 練習スタート

　◎４ゲーム　２,１００ 円

　◎１９：３０ 練習スタート

　◎練習後３ゲーム　１,３００円

投げ放題（２時間）

(会員)１，２００円(一般)１，５００円

メンバー募集中です♪

 チャレンジマッチ★
森元プロ20:00

参加費２，６００円
10:00

16

　◎練習後４ゲーム　１,３００円

16:00～18:00

　◎１９：３０ 練習スタート

自由参加です！
１１月９日（土）　20：00～

14

　◎４ゲーム　１,６００ 円

３位　　　　１，２００円

3W

30
10:00 渡辺プロレッスン会

28

ダブルスリーグシングルリーグ 3W

　◎１９：３０ 練習スタート

20:30

20:30 金曜リーグ
　◎練習後４ゲーム　１,5００円

溝口スタッフと

7W

23(勤労感謝の日)

10:00

22

ファイナルチャレンジ

古賀プロレッスン会

投げよう会★

渡辺プロと

金券表彰です!!

　◎４ゲーム　２,１００ 円

優勝チームは次回招待です!!

　◎お１人様　２,６００ 円

倶楽部Tomorrow練習会

ミニゲーム大会！

ストライクチャレンジやります☆

　◎４ゲーム

４名1チームにてお申込み下さい

4人チーム対抗戦
メンバー募集中です♪

　◎練習後４ゲーム　１,３００円


