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TOPICS 健康ボウリングLeague♪ 健康ボウリングLeague♪ 
4月13日（金）、ハッピークラブのお食事会
が行われました! 今回は三田ホテルを利用
させていただきました。
まだまだ不安定な気温に体調を悪くされた
り、花粉症や黄砂に苦しんでいる方もいらっ
しゃるのではないでしょうか？
そんな体調も気持ちも吹っ飛ばすくらい皆
さんで元気に新シーズンを楽しみましょう!

食事会
at三田ホテル 

13
（金）
4/

ハッピークラブハッピークラブ

5 月のスケジュール
月日 火 水 木 金 土

※諸事情により急遽予定が変更となる場合がございます。　※火木金は16：00までレーン規制がある場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
※2/1より営業時間は10：00～24：00（土日祝前日は10：00～25：00）までとなっております。

Event
Calendar

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♠ステップアップ
　10：15～

♠ステップアップ
　10：15～

♥レディースデー

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～
　さ く ら10：15～
      なのはな13：30～

◆ABBF三田支部20：00～

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～（食事会）
　さ く ら10：15～
    なのはな13：30～

◆フレンドシニア

◆ABBF三田支部20：00～
◆フレンドシニア

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～
　さ く ら10：15～
      なのはな13：30～

★健康ボウリングleague
　ターキー10：15～
　   パーフェクト 13：30～

★健康ボウリングleague
　ターキー10：15～
　   パーフェクト 13：30～

♥レディースデー

♥レディースデー

★健康ボウリングleague
　ターキー10：15～
　   パーフェクト 13：30～
♥レディースデー

●NBF三田20：00～

●NBF三田20：00～

★健康ボウリングleague
　ターキー10：15～
　   パーフェクト 13：30～　
♥レディースデー

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
       パワフル13：30～
　さ くら10：15～
    なのはな13：30～

♥レディースデー

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

   

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～（茶話会）
　スマイル13：30～（茶話会）
　　　　
   

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

　　　　
   

★健康ボウリングleague
　エンジョイ10：15～
　ハッピー 13：30～
　べっぴんさん10：15～
　ひよっこ13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ10：15～
　ハッピー 13：30～
　べっぴんさん10：15～
　ひよっこ13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ10：15～
　ハッピー 13：30～
　べっぴんさん10：15～
　ひよっこ13：30～

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場 ♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場 ♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

●JBC有馬支部会20：30～

●JBC有馬支部会20：30～

●Area-Doトーナメント
　20：00～
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●姫路麗プロ
　チャレンジ
　14：00～/19：00～

●第9回ふれあい
　ボウリング大会
　　10：30～

GWキッズイベント4/28（土）〜5/6（日）GWキッズイベント4/28（土）〜5/6（日）
母の日イベント5/3（木祝）〜5/13（日）母の日イベント5/3（木祝）〜5/13（日）

4月8日(日)、キムスルギプロチャレンジマッチを開催しました。先日のPリーグ
第72戦(第10シーズン第3戦)で優勝された、ファイテンKガール！キム・スルギ
プロにお越しいただきました。伸びやかなフォームとキュートなルックスに、お客
様だけでなくスタッフまでもが虜になっていました。今回、1シフトでは過去最大
人数となる58名の方のご参加があり、7名の勝利者賞が出ました。次回は勝利者
賞0人！とおっしゃっていましたので、また来て頂きたいと思います。飛び賞の
選手の皆様もおめでとうございます！ またのご参加をお待ちしております。

Pro
Challenge

キム・スルギプロ
チャレンジ開催

たくさんのご参加ありがとうございました！

プロチャレ大会成績プロチャレ大会成績

983
921
892
  864
849
825

優勝
準優勝
3位
4位
5位
プロ

山崎　典子
菅野　直美
翠　　昭人
中川　純一
赤西　茂晴
キムスルギ　  プロ

選手
選手
選手
選手
選手

4月8日  キム・スルギ プロチャレンジ
勝利者賞7名

정말 
감사합니다

정말 
감사합니다

ほんとうにありがとうございました！

ほんとうにありがとうございました！

10:00

4月14日(土)、スカイレーンでセンター
対抗親善大会が行われました。優勝は、
7648pinで神戸スカイレーンです !! 
AREA-Do三田は7205pinで2位でした。
これからも優勝を目指して頑張っていき
ましょう！ご参加いただいた皆様、あり
がとうございました。お疲れ様でした！

4月2日(月)、香川県の志度ファミリーボウル
とのセンター交流戦が行われました。また新た
なボウリングの輪は広がったでしょうか？ 遠
いところからわざわざお越しいただき、誠にあ
りがとうございました。香川へご旅行の際は香
川県さぬき市“志度ファミリーボウル”へ是非と
もお立ち寄りくださいませ!! 志度ファミリー
ボウル、ひまわりクラブの皆様、ありがとうご
ざいました。

センター対抗親善大会
開催されました!!

センター交流戦 VS志度ファミリーボウル

872
869
863

優勝
準優勝
3位

西田 比佐子 選手（兵庫）
国広 美佐子 選手（香川）
関根 満 選手（兵庫）

4月 2日 センター交流戦

六
月
予
告 6/18

14:00
19:00

13:00
岩見 彩乃
プロチャレ
　  開催 !!あやめ

池畑千穂プロ

川口先生クリニック開催!
4月15日(日)、LTBボウリング
教室のインストラクター川口将
吾先生のボウリングクリニック
が開催されました。投球フォーム
やスペアの取り方など、質問や悩
み事、疑問等などは解消されまし
たでしょうか？
これを機に更なるステップアッ
プを目指してボウリングを楽し
みましょう！

Area-Do 女子会
第5回

プロ契約記念イベント

ボウリングで
祝!

6/16    土

月

6/2
15:00

土

6/9 土

★ピン型バルーンプレゼント

家族の絆に
日～24 ストライク !

（数に限りがございます）
2018年

（株）サンブリッジ

JPBA49期生 ・ NO.554
神戸スカイレーン所属

のいちゃω 

たまごをさがしてぬり絵をし
よう
!たまごをさがしてぬり絵をし

よう
!たまごをさがしてぬり絵をし

よう
!

　     Happy Easter !
春休みキッズ企画春休みキッズ企画

3月21日(水祝)から4月8日(日)までの春休み期間中に開催しておりました
イースターイベント！予想以上に好評でたくさんのお子様にご参加いただき、
スタッフもビックリ！急遽たまごの数を増量し、センターは色とりどり、たく
さんのたまごで彩られました。
参加してくださったお子様全員にお配りしましたアドくんエリちゃんのスク
ラッチは、あたりでもはずれでも1ゲーム無料券の優待券としてお使いいただ
けますので、是非ともまたご来場くださいませ。
あらためまして、ご参加いただきました皆様、ありがとうございました！

たくさんのご参加ありがとうございました！

ぐでたまグッズ抽選に
お申込みいただいた方の中から
12名の当選者が決定いたしました。

ご自宅にプレゼントを
お送り致しますので、
お楽しみに!!


