
日付 曜日 スタート時間 ゲーム数 参加費 参加資格

1 木 NEW ＰＭ　1：30 2Ｇ ¥1,000 参加自由

2 金 ＰＭ　1：30 3Ｇ ¥3,000 参加自由

3 土 ＡＭ 11：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　3：00 3Ｇ ¥1,700 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥2,000 参加自由

4 日 ＡＭ 11：00 3Ｇ ¥1,700 参加自由

ＰＭ　5：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　7：30 4Ｇ ¥2,400 参加自由

5 月 ＰＭ　5：30 3Ｇ ¥1,200 参加自由

6 火 ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥2,000 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥3,000 参加自由

7 水 ＰＭ　4：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

8 木 NEW ＰＭ　1：30 2Ｇ ¥1,000 参加自由

9 金 ＰＭ　1：30 3Ｇ ¥2,000 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥3,000 参加自由

10 土 ＡＭ 11：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥2,000 参加自由

11 日 ＰＭ　1：00 4Ｇ ¥5,000 参加自由

ＰＭ　5：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

💛 ＰＭ　7：30 4Ｇ ¥2,000 参加自由

12 月 ＰＭ　5：30 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥4,000 参加自由

13 火 ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥2,000 参加自由

14 水 ＰＭ　4：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

15 木 NEW ＰＭ　1：30 2Ｇ ¥1,000 参加自由

16 金 ＰＭ　1：30 3Ｇ ¥2,000 参加自由

17 土 ＡＭ 11：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　3：00 3Ｇ ¥1,700 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥4,000 参加自由

18 日 ＡＭ11：00 4Ｇ ¥4,000 参加自由

ＡＭ 11：00 3Ｇ ¥1,700 参加自由

ＰＭ　5：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　7：30 6Ｇ ¥3,400 ＮＢＦ会員

💛 ＰＭ　8：00 3Ｇ ¥2,000 参加自由

19 月 ＰＭ　5：30 3Ｇ ¥1,200 参加自由

20 火 ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥3,000 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥2,000 参加自由

21 水 ＰＭ　4：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　4：00 3Ｇ ¥3,000 参加自由

22 木 NEW ＰＭ　1：30 2Ｇ ¥1,000 参加自由

23 金 ＰＭ　1：30 予選２Ｇ+α ¥1,400 60歳以上

ＰＭ　8：00 3Ｇ ¥1,700 参加自由

24 土 ＡＭ 11：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥4,000 参加自由

25 日 ＰＭ　5：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　3：00 4Ｇ ¥4,000 参加自由

ＰＭ　7：30 4Ｇ ¥4,000 参加自由

26 月 ＰＭ　5：30 3Ｇ ¥1,200 参加自由

27 火 ＰＭ　１：30 3Ｇ ¥1,200 参加自由

ＰＭ　8：30 4Ｇ ¥2,000 参加自由

28 水 ＰＭ　4：00 3Ｇ ¥1,200 参加自由

 本間成美プロマンスリーチャレンジ！≪月例会≫ 次回２月9日（金）開催！

新しくなったハスラーをお楽しみください。

自己最高スコアを超えてＢＣ兼トをゲット！

 横野五十二丸チャレンジ！8時半だョ!全員集合

 山田幸プロドリームボウル　　17日 夜の部 山田プロ：2010年(48期生・愛知県出身）

 ＰＢＡ田中美佳プロチャレンジ！ 第1・第３・第５土曜日開催！

 自分越えにチャレンジ！

初心者の方も参加しやすい大会！ 土曜モーニングトーナメント

 レッドピン★ビールチャレンジ！（第１・第３日曜日開催） 同じBOX内全員の力を合わせて頑張ろう！

 山田幸プロドリームボウル　　18日 朝の部

 新・夕暮れトーナメント（毎週日曜日開催）

今夜は安藤聡美さん登場！

 第1回北小金ボウルシニア選手権大会！ 上位16名決勝トーナメントへ

 大坪菜摘美プロドリームボウル　夜の部

 時本美津子プロを囲む会（スーパードリームボウル） 通算タイトル33勝の永久シードプロ！！

 ストライク合戦！賞品ザクザク！ 女性は9本スペアでも賞品ゲット！

 北小金わくわく野菜市場　新鮮野菜に大満足！ ストライクで新鮮野菜をどんどんゲット！

ＫＫＢオリジナルスポーツコンディション！

 大坪菜摘美プロドリームボウル　昼の部 大坪プロ：2016年(98期生・神奈川県出身）

新しくなったハスラーをお楽しみください。

 丸ちゃんチャレンジ！　（ドリラー横野五十二丸チャレンジ） 横野五十二丸チャレンジ（順位表彰はございません）

 スタッフチャレンジ「鈴木支配人に挑戦!」 スタッフに勝ったら無料券プレゼント！

 「アフタヌーン」ＰＢＡ及部優美プロチャレンジ 及部プロと投げよう！

初心者の方も参加しやすい大会！

初心者の方も参加しやすい大会！

 火曜の夜は楽しい「ハスラー」シーズン２

 新・夕暮れトーナメント（毎週日曜日開催） 初心者の方も参加しやすい大会！

近藤ボウリングサービス所属

 レッドピン★ビールチャレンジ！（第１・第３日曜日開催） 同じBOX内全員の力を合わせて頑張ろう！

 第一弾　スポコン大会　（スポーコンディション大会）

 スタッフチャレンジ「鈴木支配人に挑戦!」 スタッフに勝ったら無料券プレゼント！

新しくなったハスラーをお楽しみください。

 スタッフチャレンジ「鈴木支配人に挑戦!」 スタッフに勝ったら無料券プレゼント！

 ＰＢＡ田中美佳プロチャレンジ！ 第1・第３・第５土曜日開催！

 新・夕暮れトーナメント（毎週日曜日開催）

 ＮＢＦ北小金ボウル支部例会　（一般参加も大歓迎 3600円） ＮＢＦ会員募集中！（日本ボウラーズ連盟）

Kitakogane Bowl　 平成３０年２月　大会予定表【大会情報】

大　会　名 備　考

★　大会・リーグの予定表はスマートフォン、パソコンでも確認できます。「北小金ボウル」検索　⇒大会日程をクリック！

 丸ちゃんチャレンジ！　（ドリラー横野五十二丸チャレンジ） 横野五十二丸チャレンジ（順位表彰はございません）

自己最高スコアを超えてＢＣ兼トをゲット！

 火曜の夜は楽しい「ハスラー」シーズン２ 新しくなったハスラーをお楽しみください。

Kitakogane Bowl　℡047-341-9191

横野五十二丸チャレンジ（順位表彰はございません）

小林プロ：2011年(44期生・栃木県出身）

 火曜の夜は楽しい「ハスラー」シーズン２

自己最高スコアを超えてＢＣ兼トをゲット！

 火曜の夜は楽しい「ハスラー」シーズン２

 鈴木理沙プロスペシャルチャレンジ！　≪月例会≫

自己最高スコアを超えてＢＣ兼トをゲット！

毎月２回来場！

 自分越えにチャレンジ！

 丸ちゃんチャレンジ！　（ドリラー横野五十二丸チャレンジ）

 土曜モーニングトーナメント

 新・夕暮れトーナメント（毎週日曜日開催） 初心者の方も参加しやすい大会！

 小林あゆみプロドリームボウル

 自分越えにチャレンジ！

初心者の方も参加しやすい大会！

 姫路麗プロのボウリングを楽しむ会

毎月２回来場！ 鈴木理沙プロスペシャルチャレンジ！　≪月例会≫

今年も丸ちゃん頑張ります！

 土曜モーニングトーナメント

 丸ちゃんチャレンジ！　（ドリラー横野五十二丸チャレンジ） 横野五十二丸チャレンジ（順位表彰はございません）

 ♥ 女子スタッフチャレンジ ♥　　中止となりました

 今夜チャレンジ初登場！メカニック近藤さんチャレンジ！

　佐々木副支配人チャレンジ！ 佐々木雅望副支配人➡

スタッフに勝ったら無料券プレゼント！

 土曜モーニングトーナメント 初心者の方も参加しやすい大会！

 自分越えにチャレンジ！

矢島プロ：1967年(1期生・東京都出身）

坂本プロ：2015年(48期生・東京都出身）

高校生以下の方は2000円！

 矢島純一プロ＆                                         
                      時本美津子プロドリームボウル 時本プロ：1975年(7期生・沖縄県出身）

 坂本詩織里プロ＆                                       
                      岩見彩乃プロドリームボウル 岩見プロ：2015年(48期生・千葉県出身）

　鈴木支配人💛バレンタインチャレンジ!? 鈴木順道支配人➡
 スタッフチャレンジ「鈴木支配人に挑戦!」

初心者の方も参加しやすい大会！

今月の注目大会人気プロボウラー参加大会 スポーツコンディション大会！ http://www.k-k-b.co.jp


