
228
205
210
188

☆Ｈ／Ｇ賞

一般部門

300

女性部門
300

開催日 平成30年

時間 300

料金 279
内容 ☆Ｈ／Ｓ賞

805
表彰 713

732
680

☆Ｈ／Ｆ賞

1095
948
1037
913
1169ゲーム

☆功労賞
優勝

☆特別賞

山﨑敦史さん ☆功労賞

開催日 平成30年

時間
内容
料金
表彰

【お買い得!!】

開催日
平成30年 定価 51840円 (税込)

時間 会員価格 30,000円 (税込)
参加費

開催日 平成30年

時間 定価 55080円 (税込)
内容 会員価格 32,000円 (税込)
料金 【お買い得!!】

表彰

特別賞 定価 52,920円 (税込)
会員価格 31,000円 (税込)

HDCP

定価 55,080円 (税込)
会員価格 32,000円 (税込)

開催曜日
日程
参加費

平成30年

【時間】
【内容】

松村プロ 【表彰】

【参加費】

高橋プロ

今なら活性剤混入を
500円引き!!

オイル抜き割引券をお持ちの場合は金額分割引致します!!

皆様のご参加をお待ちしております。

2人の平均点を上回った方には勝利者賞‼

２人の平均点をピッタリ当てた方には
レジェンドスター社のボールをプレゼント‼

複数名の場合は当たった方の中から抽選
致します。また該当者がいない場合には
全員より抽選いたします。

いるとは思いますが表面上の汚れは落ちますが
内部に浸透したオイルまでは取れません。

マイボールのメンテナンス行ってますか？

シンクロし全てがバランス良く

光商事杯

ダブルメンズチャレンジマッチ
中津宏章＆佐村克巳の巻

ボウリング歴18年のストローカー

中津と、ボウリング歴３年の
ツーハンダー佐村係員のチャレンジ

マッチを開催致します!!
対象的な体型(!?)の２人と

2月1日(木)より受付を開始致します。

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
優勝～第5位・第7位・第10位
2,700円(友の会)
個人戦4ゲーム※スタッフのみ１Ｇ毎に移動

ＡＭ10:00スタート
(月・祝)2月12日

楽しい時間を過ごしましょう!!

皆様のご参加をお待ちしております。

スタッフと役員とともに・・・

２ヶ月に１度の祭典の【スタッフと役員とともに・・・】を開催

【開催日】

ＰＭ　７：００スタート

【和田会長】【田辺役員】チームが参加致します!!

2月18日 (日)

トータル２８ゲームにて順位を決定
優勝～第３位・第５位・ＢＢ賞・賞漏賞
チームＨＧ賞（ベーカー方式のみ）
2,500円（友の会）

今回のスタッフＨＤＣＰ（一部移動制となっております）

梅林支配人　23ピン　伊福プロ　-10ピン　松村プロ・高橋プロ　０ピン

古藤課長　1ピン　大塚課長　31ピン　池崎チーフ　22ピン

中津係長　9ピン　楠原係員　10ピン

致します!!大勢で楽しい時間を過ごしましょう!!

１チーム８人制（内、１名はスタッフが入ります)

個人戦３ゲーム（オフィシャルＨＤＣP使用）

ベーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

2月11日 (日)
ＰＭ8:00スタート
個人戦4ゲーム
2,700円(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

皆様のご参加をお待ちしております。

大会開催のお知らせ

パーフェクトお祝い大会開催のお知らせ

平成29年12月30日(金)に行われました
【スクラッチBATTLE】におきまして
『山﨑敦史選手』が公認第224号となる
パーフェクトゲームを見事達成致しました!!

これを記念致しましてお祝い大会を開催
させて頂きます!!
大勢で祝って頂きたいと思いますので
是非ご参加ください!!

勝利者賞・ニアピン賞等…
一般の受付は1月20日(土)より開始しております。

皆様のご参加をお待ちしております。

この度折尾スターレーンで初となる
【山田幸プロ】のチャレンジマッチを
開催致します!!
ルーキーイヤーの2015年に全日本女子
プロボウリング選手権を最年少で制覇し
翌年にはMKチャリティカップも制覇、また同大会にて

自身初の800シリーズも達成しております。
P☆リーグでは『新世代のカリスマ』として

活躍し、素敵な笑顔とえくぼがチャーム
ポイントの山田プロと一緒に楽しい
時間を過ごしましょう!!

2月3日 (土)
【第1部】　PM2:00
【第2部】　PM7:00
2,700円（友の会）
個人戦4ゲーム
※プロは１Ｇ毎にレーン移動
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

大会開催のお知らせ

山田幸プロチャレンジマッチ

第2位　松田　賢典　1107G 第9位　山﨑　敦史　765G

第3位　是此田新吾　1017G 第10位　石橋　和敏　751G

☆特別賞(Ｈ／Ｆ　1000ＵＰ)

松原群・中田俊澄・西田剛・鈴木良二・真嶋雅弘・藤嶋信介

松田賢典・中村朋英・山﨑敦史・山本清・是此田新吾・久原正則

第12位　手柴　嘉次　682G第5位　丸山　綾子　　865G

第11位　奥田　茂美　695G第4位　中村　朋英　　889G

第6位　飯田　茂樹　　824G
第7位　西山　健治　　794G
第8位　今井　幸男　　790G

第13位　上野由香里　676G

第14位　手柴　浩之　666G

第15位　山本美穂子　652G

松田　賢典

227・227・227・227 西田　剛

エベンツ
フォースキッド

平成29年11月16日【ハーゲンダッツカップ】にて

全国スターレーン親善大会

一般部門 山﨑　敦史
女性部門 阪本　和江
シニア男子部門 真嶋　雅弘
シニア女子部門 福沢　洋子
☆最多ゲーム賞 田中　博志

中西　たま子

一般部門 松田　賢典
女性部門 米田　久美
シニア男子部門 西山　健治
シニア女子部門 堀尾眞由美

シニア女子部門 中西たま子

松田　賢典・是此田新吾・山本　清
中村　朋英・西田　剛・木村　修
藤嶋　信介・山﨑　敦史

阪本　和江
シニア男子部門
小西　康典・久原　正則・安江　三一
シニア女子部門

2017年度友の会会員年間表彰
☆アベレージ表彰 ※以下敬称略

最優秀選手
一般部門 松田　賢典
女性部門 阪本　和江
シニア男子部門 真嶋　雅弘

第176回シルビア月例会

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

2,600円（友の会）

①各ゲーム高橋プロのスコアに勝利で1ポイント
②HDCP込トータルピンで勝利すると1ポイント

※お休みの際のブラインド料は頂きません。

第12回高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

参加費　　1,800円(友の会)／週

PM８：００スタート

　　　　　個人戦3ゲーム　アメリカン方式
競技方法　※対戦は全て高橋プロとなります。

スタッフまでお申し付け下さい!!

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等
多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

2月17日 （土）

2日・9日・16日・23日

驚きのピンアクションを魅せます!!

ヴァルキリー・ブレーブ(Brunswick社)

熱を加える事で内部に浸透したオイルを表面に

　※お一人1回までと致します。

③各週参加すると１ポイント

男性　210ベースの８０％

月曜日　13:30スタート
松村プロボウリング道場の日程

女性・60歳以上の男性　100％で算出
※各クール初参加の場合はオフィシャル
　アベレージより算出致します(MAX100)

7日・14日・21日・28日

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

です。初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

今月のレッスン会の日程
受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）、1回１，３００円

今月の伊福プロ一言コーナー

④各週のHDCP込HG・HSトップ賞で1ポイント

2
VOL.547

2018.

フィアスフォビア(HAMMER社】

月に１度以上ご利用の場合は超お得‼

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００

アミューズメント施設多数・・・

【営業時間】
月曜日～金曜日　ＡＭ９：３０～ＡＭ０：００

北九州市八幡西区折尾５－１－５
〒８０７－０８２５

ＮＥＷプロショップ便り

ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！！

祭日前日はＡＭ１：００まで営業中！

2018年度友の会会員新規受付中!!

２フロア４８レーン・駐車場80台完備
喫茶【ＪACK ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

800×600

オールラウンダーに使えカバーの素材が

バランス良く仕上がっています!!

日曜日＆祭日　　ＡＭ９：００～ＡＭ０：００
ＴＥＬ　０９３－６０１－３９００
ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

話題のNEWカバー＆コアを使用

改良を重ねた表面素材がコアと

ボールリアクションも様々に!!

対象コアならでは安定した転がりが

当店お買い上げの会員価格はグリップ・ソリッド込みの金額です!!

エイリアス(TRACK社)

ソニック(STORM社)
強烈な転がりとコアがプロも

人気シリーズなのでお早めに!!

しています!!レイアウトを変える事で

2日・9日・16日・23日
土曜日　16:00スタート

金曜日　15:00スタート

ボールリアクションも良いですよね♪

仕上がったボールです!!

マイボールって掘りたての時はピンアクションも

日程を変更する場合も御座います。
10日・24日

金曜日　16:30スタート

5日・19日・26日
1,350円(友の会・登録制)

水曜日　16:00スタート

復活!!更に活性剤を加える事で更に更に復活!!
オイル抜き　⇒　1,500円（30分）
活性剤混入　⇒　3,240円（オイル抜き＋活性剤混入）

しかし100G～120Gぐらいでボール内部に浸透した
オイルによってピンアクションも曲がりも影響を受けます。

そんな時こそ【オイル抜き】をしましょう。

浮き出させる事でリアクションも、ピンアクションも

毎回、ゲーム終了後はクリーナーでボールを拭いて

小まめにメンテナンスして良い状態を長く維持しよう!!


