
RBGボウラーズ(4G) ４Ｇノーミスチャレンジ！ オールレディース＆ 金チャレ王座決定戦① チャキチャキよしみと
13:45 【オフィシャル】 13:45 【オフィシャル】 13:45 13:00 サポーターズBW大会 13:45 （〇〇〇を倒せ！） ヒョロヒョロあすみの
(13:30) 優勝＆抽選で次回無料！ (13:30) １Ｇノーミスごとに500Ｐ！ (13:30) １G毎に打倒賞500P！ (12:45) 事前登録者 (13:30) 【オフィシャル】 ドタバタダブルス

会員1,300円・一般1,500円 会員1,900円・一般2,100円 会員1,900円・一般2,100円 5G/3,000円 トータル打倒賞500P 19:45 【個人３G＋スカッチ２G】

みぞぐちと４G勝負!! 合同練習会＆コンペ RBGダブルスリーグ 会員1,900円・一般2,100円 (19:30) まさかの！！打倒賞付！

20:15 ４Gトータル打倒賞 20:00 (ノーミスチャレンジ！) 20:00 打上げ＆表彰 20:15 ただし…ＨＤＣＰは
(20:00) HDCP込500P/スクラッチ1,000P 21時迄フリー投球＋３G お一人様 (20:00) １G毎に打倒賞500P！ ふたりとも45Ｐ(笑)

会員2,400円・一般2,800円 会員1,300円 2,500円 会員2,400円・一般2,800円 登録者 会員2,400円・一般2,800円

木村良プロチャレンジ RBGボウラーズ(4G) みぞぐちとガチチャレ！ RBGボウラーズ(4G) 金チャレ王座決定戦②
勝利還元祭 13:45 【オフィシャル】 13:45 HDCP込打倒賞なら500P！ 13:45 13:45 【オフィシャル】 13:45 （〇〇〇を倒せ！） 10:00

(４G＋決勝１G) (13:30) 優勝＆抽選で次回無料！ (13:30) スクラッチ打倒賞なら1,000P! (13:30) トータル打倒賞500P (13:30) 優勝＆抽選で次回無料！ (13:30) 【オフィシャル】 登録者

19:45 上位5名＋抽選2名は決勝へ！ 会員1,300円・一般1,500円 会員1,900円・一般2,100円 会員1,900円・一般2,100円 会員1,300円・一般1,500円 トータル打倒賞500P たまごダブルスカップ！
(19:30) 打倒賞500P まつもとP&みぞぐち 合同練習会＆コンペ RBGダブルスリーグ トリオチーム戦(３＋１Ｇ） 会員1,900円・一般2,100円 (３G＋スカッチ２G)

プロ勝利分 20:15 ダブルスチャレンジ 20:00 (ノーミスチャレンジ！) 20:15 1W 20:15 【オフィシャル】 19:45 ストライク賞つき♪

抽選で還元！ (20:00) 【個人３G＋スカッチ２G】 21時迄フリー投球＋３G (20:00) 参加費1名2,500円 (20:00) 今回は１Ｇベーカー有！ (19:30) 参加費1名2,500円

会員2,400円・一般2,800円 会員2,400円・一般2,800円 会員1,300円 登録料1チーム5,000円 会員1,800円･一般2,100円 ※金券は1,000円まで

RBGボウラーズ(4G) ４Ｇノーミスチャレンジ！ 谷さんの挑戦状！ あやふぁ～P・かよぺを倒せ！ 金チャレ王座決定戦③
13:45 【オフィシャル】 13:45 【オフィシャル】 13:45 6ゲームで勝負だ！！ 13:45 【4G/オフィシャル/個人戦】 13:45 （〇〇〇を倒せ！）

【オフィシャル/6Ｇ】 (13:30) 優勝＆抽選で次回無料！ (13:30) １Ｇノーミスごとに500Ｐ！ (13:30) 【オフィシャル】 (13:30) 1名勝/500P・2名勝/1000P (13:30) 【オフィシャル】 （４G＋決勝1G）

19:45 打倒賞は 会員1,300円・一般1,500円 会員1,900円・一般2,100円 会員2,600円・一般3,000円 会員1,900円・一般2,100円 トータル打倒賞500P 19:45 【オフィシャル】

(19:30) HDCP込1,000P 合同練習会＆コンペ RBGダブルスリーグ 会員1,900円・一般2,100円 (19:30) 良美ちゃん＝HDCP45
スクラッチ1,500P 20:15 20:00 (ノーミスチャレンジ！) 20:15 2W 20:15 上位5名＋抽選2名は決勝へ！

(20:00) １G毎に打倒賞500P！ 21時迄フリー投球＋３G (20:00) 参加費1名2,500円 (20:00) １G毎に打倒賞500P！ 打倒賞５００P

会員2,900円・一般3,400円 会員2,400円・一般2,800円 会員1,300円 会員2,400円・一般2,800円 登録者 会員2,400円・一般2,800円

木村良プロ＆支配人 RBGボウラーズ(4G) なっちゃんPの 良美ちゃんと投げよう♪ 金チャレ王座決定戦④ 朝からまいち～と投げよ！(4Ｇ)

ダブルスチャレンジ 13:45 【オフィシャル】 13:30 特別レッスン会 13:45 良美ちゃんはサイコロの出目で 13:45 13:45 （〇〇〇を倒せ！） 10:45 会員1,900円・一般2,300円

(個人３G＋スカッチ２G) (13:30) 優勝＆抽選で次回無料！ 1時間の練習投球＆２Ｇ (13:30) HDCPが決まります。 (13:30) １G毎に打倒賞500P！ (13:30) 【オフィシャル】 (10:30) 試合に不慣れな方も大歓迎！

19:45 【オフィシャル】 会員1,300円・一般1,500円 会員1,500円・一般2,000円 会員1,900円・一般2,100円 会員1,900円・一般2,100円 トータル打倒賞500P ※参加賞にゲーム券1枚
(19:30) チームトータルピンで 合同練習会＆コンペ RBGダブルスリーグ 月チャン予選会withなつP 会員1,900円・一般2,100円 たまごダブルスカップ！

打倒賞！(チーム1,000P） 20:15 20:00 (ノーミスチャレンジ！) 20:15 ３W 20:15 各ゲーム打倒賞(500Ｐ) 19:45 (３G＋スカッチ２G)

(20:00) オーナー前後賞・支配人前後賞 21時迄フリー投球＋３G (20:00) 参加費1名2,500円 (20:00) 優勝＆抽選で決定戦に招待 (19:30) 参加費1名2,500円

会員2,400円・一般2,800円 会員2,400円・一般2,800円 会員1,300円 会員2,400円・一般2,800円 登録者 ※金券は1,000円まで

RBGボウラーズ(4G) ４Ｇノーミスチャレンジ！

13:45 【オフィシャル】 13:45 【オフィシャル】
(13:30) 優勝＆抽選で次回無料！ (13:30) １Ｇノーミスごとに500Ｐ！

18:00 事前登録者のみ 会員1,300円・一般1,500円 会員1,900円・一般2,100円

(17:30) 参加費1名3,300円 月チャン決定戦withまつもとP 合同練習会＆コンペ
チーム登録費5,000円 20:15 各ゲーム打倒賞(500Ｐ) 20:00 (ノーミスチャレンジ！)

(20:00) 優勝者は次月割引(一部) 21時迄フリー投球＋３G

会員2,400円・一般2,800円 会員1,300円

◆体調の優れない方は自粛ください
◆受付や精算などの際、お客様同士は適性の距離(ソーシャルディスタンス)をとってお並びください。
◆対面会話、大声で叫ぶ等はお控え下さい。
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★引き続きご協力をお願い致します。★
◆ご来場の際はマスクを必ず着用してください。
◆ご来場時、ご退場時は必ずアルコールで手指消毒をして下さい。
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支配人とミニマラソン

まいち～Pと毎チャレ あやふぁ～Pと毎チャレ
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あすみと昼チャレ！
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栗東ボウリングジム　6月の競技会表
日 月 火 水 木 金 土
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滋賀トリオﾘｰｸﾞ1W

夜に競技会はありません。
思う存分練習しましょう♪

良美ちゃんがチャレンジ！
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