
ジュニアボウリング教室① トッキーディ　朝なげほ

13:30～15:30 2時間 2日間

高橋プロ　一谷プロ ９時～10時

小中学生限定　事前申込制 会員限定　1,300円

2日間　3000円 レーン数限定　予約・シングルアメリカン不可

シルバーベアーズ スタッフと一緒に練習会 スタッフと遊ぼう！ 堂元プロ

2 13：30～　３Ｇ　 （　西川　H/C　40） ふれあいボウリング教室

10：30～4G（オor 年性） スタッフ　榎園 10：30～ 3G （オ） ①13:30～　②16:00～

会員2,400円　一般2,800円 健B卒業生 会員2,000円　一般2,400円 会員1,500円一般1,800円

50歳以上対象・P券 1500円！G無料券 参加自由

シルバーベアーズ スタッフと一緒に練習会

4 13：30～　３Ｇ　

10：30～4G（オor 年性） スタッフ　勝又

会員2,400円　一般2,800円 健B卒業生

50歳以上対象・P券 1500円！G無料券

１７時受付開始　１８時開始　プロ30名と皆さんでパーティーボウリング！
丸山プロ司会で、甲子園球場よりBeer売り子も登場。食べて飲んでわいわいしましょ。

10：30～ 3G 　（オ）

会員2,000円　一般2,400円

夜のスタッフチャレンジ

Fri Sat

1 2 3 4

シルバーベアーズ

1

10：30～4G（オor 年性）

会員2,400円　一般2,800円

50歳以上対象・P券

トドロキボウル　8月度 競技会スケジュール
Sun Mon Tue Wed Thu

①　8月2５日（土）　第5回NARA OPEN トドロキカップ　前夜祭　
スタッフと遊ぼう！

（　勝又　H/C　3０）

３Ｇ＋３０分練習or座学

P券表彰有

奨太プロと一緒に練習会

２０：３０～　(オor年齢）

会員2,800円　一般3,300円

越智真南プロ＆川添奨太プロチャレンジ

　20：30～　４G

P券・勝利者賞500P ﾏｯﾁｹﾞｰﾑ無し

会員3,200円　一般3,700円

5 6 7 8 9 10 11

堂元プロ シルバーベアーズ 大和郡山ボウリング倶楽部トッキーディ　朝なげほ

会員限定　1,300円 会員1,500円 一般1,800円 会員2,400円　一般2,800円 3G記録会＋練習会（オor 年性）年間表彰

①13:30～　②16:00～ 10：30～　4G　（オor 年性） 10時～12時
９時～10時

ふれあいボウリング教室 3 3

ジュニアボウリング教室② マンデーナイトフィーバー みさプロと一緒に練習会 トドロキダブルスリーグ 高橋プロのステップアップ教室 髙橋プロチャレンジ

レーン数限定　予約・シングルアメリカン不可 参加自由 50歳以上対象・P券 倶楽部員限定　2000円

トッキーディ　朝なげほ

９時～10時

　17時～　20時～2部制　４G

高橋プロ　一谷プロ 4G（オ） ３Ｇ後　練習投球 20：30～ 4G（オ） 健康ボウリング卒業生 会員2,800円　一般3,300円

13:30～15:30 2時間 ＃1　20：30～ ２０：３０～22：30　 １６：００～　約90分～2時間

小中学生限定　事前申込制 会員2,600円 会員2,800円　一般3,300円 ４G　2,800円 トリオリーグ参加者限定

スタッフと遊ぼう　非開催 10：30～　4G　（オor 年性）

髙橋プロのステップアップ教室

シルバーベアーズ

ストライクをとる5

最強のコツ

１６：００～　約90分～2時間

4G（オ）

おひとり　2,000円

マンデーナイトフィーバー 会社対抗ボウリ ン グ大会

＃2　20：30～

レーン数限定　予約・シングルアメリカン不可

健康ボウリング卒業生

おひとり　1,500円

会員2,800円　一般3,300円

　17時～　20時～2部制　４G

会員限定　1,300円

トリオリーグ参加者限定

会員2,400円　一般2,800円

川添奨太プロチャレンジ

15 16

一般3,000円 会員2,000円　一般2,400円

会員2,600円 同会社3名・P券

20：30～　３G　（専用）

17

50歳以上対象・P券

25

トッキーディ　朝なげほ
シルバーベアーズ 第6回NARA OPEN

19 20 21 22 23 24

シルバーベアーズ

6
団体予約のため

９時～10時 スタッフと遊ぼう　非開催 10：30～　4G　（オor 年性） レ ン コ ン 有料練習

7 ト ド ロ キカ ッ プ 　 前夜祭第1部

10：30～4G（オor 年性）

　 アルティ メ イ ト 6

レーン数限定　予約・シングルアメリカン不可 50歳以上対象・P券

会員限定　1,300円 会員2,400円　一般2,800円会員2,400円　一般2,800円

50歳以上対象・P券
空きレーンはございます。

会員3,300円　一般3,800円 会員2,600円 会員限定　1800円 ４G　2,800円 パーティ ーボウリ ン グ！

第6回NARA OPEN

＃3　20：30～ ト ド ロ キカ ッ プ 　 前夜祭第2部

　20：０0～　5G（オ） 4G（オ） 16時～18時 20：30～ 4G（オ）

ＮＢＦ月例会 マンデーナイトフィーバー
トッキーディ　昼なげほ

トドロキダブルスリーグ

一般3,000円 レーン数限定　予約・シングルアメリカン不可 （リーグ参加者限定） 甲子園球場よ り Beer 売り 子も 登場! !

プ ロ 30名と 皆さ んで

夜のスタッフチャレンジ プロ＆スタッフダブルス

ト ド ロキカ ッ プ本大会

第6回NARA OPEN
シルバーベアーズ スタッフと一緒に練習会 スタッフと遊ぼう！ 一谷プロのステップアップ教室 シルバーベアーズ

8 １3：３０～　３Ｇ　スタッフ　勝又　

26 27 28 29 30 31

会員2,400円　一般2,800円 1名単位で申込み　おひとり　1500円　 会員2,000円　一般2,400円

1G無料券プレゼント！ おひとり　1,500円 50歳以上対象・P券

（　西口　H/C　0） １６：００～　約90分～2時間 9

10：30～　4G　（オor 年性） 健康ボウリング卒業生・トリオリーグ参加者限定 10：30～ 3G （オ） 健康ボウリング卒業生 10：30～　4G　（オor 年性）

トリオリーグ参加者限定 会員2,400円　一般2,800円

豪華絢爛夢の祭典！！ マンデーナイトフィーバー
トッキーディ　昼なげほ

一般3,000円 レーン数限定　予約・シングルアメリカン不可 会員　2,800円　一般3,300円 1名会員 2,800円 一般3,300円
☆観戦無料☆

会員2,600円 会員限定　1800円 P券・勝利者賞　３００P ダブルス戦 P券・勝利者賞３００P

強豪ボウラ ーの皆様の ＃4　20：30～

30名のプ ロ ボウラ ーを 迎えた 50歳以上対象・P券

岡田（　Ｈ/C　50） （一谷プロ＆西川スタッフ）

熱き 戦いが繰り 広げら れます！ 4G（オ） 16時～18時 ２０：３0～　４G（オor年齢） ２０：３0～　４G（オor年齢）

P券・勝利者賞500P ﾏｯﾁｹﾞｰﾑ無し

NARAOPENレンコン　２シフト総合表彰

団体予約のため

空きレーンはございます。
１４：００～ 約90分

②　8月２６日（日）　第5回NARA OPEN トドロキカップ（承認大会）
西口（　Ｈ/C　0）

２０：３0～　４G（オor年齢）

30名のプロボウラーを迎えた豪華絢爛夢の祭典！！強豪ボウラーの皆様の熱き戦いが繰り広げられます P券・勝利者賞　３００P

会員　2,800円　一般3,300円

P券・勝利者賞500P ﾏｯﾁｹﾞｰﾑ無し

2日間　3000円 一般3,000円 P券表彰有 （リーグ参加者限定） おひとり　1,500円 NARAOPENレンコン　２シフト総合表彰

18

川添プロの
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