
2019年 7 月 競技会のご案内

日 曜 時間 資格

3 水 14:00
20:00

クラブ
会員

3 水 20:30
新人
自由

4 木 20:30 自由

6 土 15:00
20:00

自由

7 日 　 登録

11 木 20:30
新人
自由

13 土 15:00
20:00

自由

14 日 10:00 自由

14 日 20:00 自由

17 水 14:00
20:00

クラブ
会員

17 水 20:30
新人
自由

18 木 20:30 自由

20 土 15:00
20:00

自由

21 日 10:00 自由

21 日 20:00 自由

24 水 14:00
20:00

クラブ
会員

25 木 20:00 自由

27 土 15:00
20:00

自由

28 日 9:00 登録

31 水 20:30
新人
自由

10:30
～12:00 道新文化センターボウリング教室 　ナショナルリーグ 20:30　　4G 2,200 1日・15日・29日

13:30 火 曜 会 “ フ レ ッ シ ュ 大 会 ” 4G 1,800 　ワールドリーグ 20:30　　4G 2,200 8日と22日

10:30
～12:00 道新文化センターボウリング教室 　スズラン都道府県リーグ 20:00　　6G 3,200

13:30 L ク ラ ブ 例 会 4G 2,100 　スズランプロ野球リーグ 20:00　　4G 2,400

13:30
～15:00 道新文化センターボウリング教室 　実業団Pリーグ例会 20:00　　4G 2,100 10日と24日

            　　 帯 広 ス ズ ラ ン ボ ウ ル
帯広市稲田町南８線西１２番地　　　☎４９－２３２３

毎週月曜日

毎週火曜日

毎週水曜日

毎週木曜日

毎週金曜日

（公社）日本プロボウリング協会
北海道地区研修会

（兼）BPAH道東支部総合月例会

9G
クラシック6,200
　　　一般6,500

Aクラス　優勝～第10位、H/G、H/S
Bクラス　優勝～第5位、H/G、H/S

55歳以上5点、65歳
以上10点、75歳以上
15点、中学生5点、女
性は更に15点プラス

水曜/トリムサークル第4例会 3G 1,700
公認AVG185以下表彰

優勝～第3位、以下5位毎、B/B、総合H/G
公認ハンデ

トリム移動ハンデ

スズラン　トーナメント 4G 2,600 優勝～第5位、B/B、H/G、他 特別ハンデ

北海道日本ハムファイターズ
 『応援』ボウリングWSトーナメント

2名×3G・ｽｶｯﾁ3G
計9G：2,600

チーム優勝～3位、以下5位毎、B/B、H/G
個人優勝～第5位、H/G、ラッキー賞

公認ハンデ
移動ハンデ

HBF帯広市ボウリング協会
主催ボウリング大会

6G 3,100 優勝～第5位、以下5位毎、B/B、H/G
公認ハンデ
移動ハンデ

シニアクラブ「三水会」第3例会 4G 2,500
ABクラス優勝～第3位、以下5位毎

B/B、男女別H/G、ラッキー賞
公認ハンデ
移動ハンデ

㈱フクハラ提供
エンジョイ　サタデー

4G 2,600
優勝～第5位、以下5位毎、B/B、
総合H/G、女子1位、ラッキー賞

公認ハンデ

サンデー“猛暑大会” 3G 1,700
ABC方式、優勝～第３位、B/B、

総合H/G
 

水曜/トリムサークル第3例会 3G 1,700
公認AVG185以下表彰

優勝～第3位、以下5位毎、B/B、総合H/G
公認ハンデ

トリム移動ハンデ

フェニックスクラブ第2例会 4G 2,600
優勝～第5位、以下5位毎、B/B、
女子1位、男女別H/G、ラッキー賞

公認ハンデ
移動ハンデ

HOP-UPクラブ第1例会 4G 2,600
優勝～第3位、以下5位毎、B/B、

男女別H/G、ラッキー賞
公認ハンデ
移動ハンデ

シニアクラブ「三水会」第2例会 4G 2,500
ABC方式、優勝～第3位、B/B、

男女別H/G、ラッキー賞
公認ハンデ
移動ハンデ

イトーヨーカドー提供
土曜は花ざかり

4G 2,600
優勝～5位、以下5位毎、B/B、

男女別H/G
公認ハンデ

サンデー“スプライト風鈴大会” 3G 1,700
ABC方式、優勝～第３位、B/B、

総合H/G
 

BPAH道東支部結成46周年記念
ダブルスオープントーナメント

（兼）北海道クラシックダブルス選手権
道東支部予選会

予選個人9G
+決勝ベーカー2G

1人6,000

ダブルスの部　優勝～第5位
個人の部男子　優勝～第7位、H/G、H/S
個人の部女子　優勝～第5位、H/G、H/S

55歳以上5点、65歳
以上10点、75歳以上
15点、中学生・高校

生5点、女性は更に15
点プラス

木曜/トリムサークル第2例会 3G 1,700
公認AVG185以下表彰

優勝～第3位、以下5位毎、B/B、総合H/G
公認ハンデ

トリム移動ハンデ

道新スポーツ提供
ホップ・ステップ・サタデー

4G 2,600
優勝～5位、以下5位毎、B/B、

総合H/G
公認ハンデ

今月の注意 7日（日）・28日（日）のサンデーシリーズはお休みです。

参加人数によって表彰内容が変わりますので予めご了承下さい。

大会名 G数・参加料 賞 その他

フェニックスクラブ第1例会 4G 2,600
優勝～第5位、以下5位毎、B/B、
女子1位、男女別H/G、ラッキー賞

公認ハンデ
移動ハンデ

シニアクラブ「三水会」第1例会 4G 2,500
ABクラス優勝～第3位、以下5位毎

B/B、男女別H/G、ラッキー賞
公認ハンデ
移動ハンデ

水曜/トリムサークル第1例会 3G 1,700
公認AVG185以下表彰

優勝～第3位、以下5位毎、B/B、総合H/G
公認ハンデ

トリム移動ハンデ


