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１１・２２（いい夫婦）の日記念

　Ⅰ　

開催日
開催日

時間 時間
参加費 参加費 　Ⅱ　

参加資格
内容

　Ⅲ　

HDCP

０P／G
１０P／G

２０P／G 　Ⅳ　

表彰

松村プロ

開催日 平成27年

参加費
高橋プロ 内容

表彰

準優勝 丸山 綾子

《ダブルス戦：チーム6ゲーム》

《シングルス戦・個人3ゲーム》

《4人チーム・チーム12ゲーム》

《オールエベンツ・個人3ゲーム》

ます。大勢で祝って頂きたいと思いますので皆様,
ご参加の程よろしくお願い致します‼

平成27年 11月22日 (日)

ご参加の皆様お疲れさまでした‼
また上記の功績を称えお祝い大会を開催させて頂き

【長寿ボウラー番付】に掲載の方は大会当日に
ご紹介、また大会参加費をご優待させて頂きます。

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

第57回

全国スターレーン親善大会結果
平成27年10月24日25日に徳島県の【スエヒロ

※敬称略

優勝
中園 憲三・安江 三一

木村 修・辻村 孝彰

第3位 安江 三一・木村 修

第3位

第4位

丸山 綾子

山﨑 敦史

第10位 中園 憲三・辻村 孝彰

準優勝 安江 三一

シニア＆レディース
イヤリーフェスティバル

今年もイヤリーフェスティバル第1弾は
【シニア＆レディースイヤリーフェスティバル】を
開催致します。年に1度の祭典となっておりますので

4,000円（パーティー費込）

BINGO大会もあります！
オフィシャルHDCP
個人戦6ゲーム

多数のご参加をお待ちしております。
大会開催のお知らせ

（3ゲーム終了後レーン移動）
シニア部門・レディース部門とも
優勝～第5位・第7位・第10位

ミックスダブルススカッチ方式
（１投ずつ交代で投球）

夫婦仲良く楽しく汗を流してみませんか？

多数のご参加をお待ちしております。

入賞致しました選手の方、おめでとうございます‼

会員価格　33,000円(税込)
ニルバーナ(Brunswick社)

画像

噂の新作がいよいよ登場です‼

コード30(STORM社)

チーム　４，４００円（２，２００円／人）

ご夫婦で参加出来る方に限ります
※１G目＆２G目
通常ゲーム（チーム４ゲーム）
※３G目＆４G目

11月23日 (月・祝)平成27年

まさにヘビー系と言われオイルを

※各部門の優勝者は表彰対象外となります。

個人戦4ゲーム

2,700円（友の会）
ＰＭ８：００スタート

月に1度以上ご来店されるなら超お得‼

切り裂きピンヒットします‼

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

以下5飛賞・BB賞・HG賞・男女各最高年齢賞

折尾スターレーンの元気の素とも言えるご長寿の
皆様を大勢の方で祝って頂きたいと思います‼
また【日本ボウリング場協会】が発表しております

個人戦4ゲーム
平成27年 11月15日 (日)

ダブルストーナメント
開催のお知らせ

年に一度の夫婦限定の大会！！

2015年度友の会会位の方で
●シニア部門：男性45歳以上
●レディース部門：女性

ゲーム終了後、パーティールームにて
表彰パーティーを行います。

以下5飛賞・BB賞・HG賞

ご長寿ボウラーお祝いトーナメント

第5位 手柴 嘉次この度折尾スターレーンの元気なご長寿の皆様を
敬う会と致しましてお祝い大会を開催致します。

今年のイヤリーフェスティバル第1弾!!
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2016年度新規友の会会員募集中‼

大会結果のご案内

ボウル】にて【第57回全国スターレーン親善大会】
が、開催され、折尾スターレーンより選手が参加致しまして

入賞された方がいらっしゃいますのでご報告致します。

優勝 手柴 嘉次・山本 美穂子開催日

AM ９：３０スタート

是非ご参加ください!!

平成27年11月29日（日）

AM１０：００スタート
2,700円（友の会）

※【長寿ボウラー番付表】に掲載の方は2,200円
優勝～第5位・第7位・第10位

定価　52,000円(税抜)
会員価格　34,000円(税込)

AM１０：００スタート
定価　51,000円(税抜)

バッドインテンション・ハイブリッド(ＨＡＭＭＥＲ社)

画像

カーボンファイバー素材を使用することで

耐久性を向上させ見事なまでの
ピンアクションが売りです‼

当店お買い上げの場合はグリップ・ソリッド込みの金額です!!

受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

平成27年11月21日（土）

今月のレッスン会の日程

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

スタッフまでお申し付け下さい!!

第149回シルビア月例会

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、
ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！！

ＮＥＷプロショップ便り

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

２フロア４８レーン・駐車場１５０台完備
喫茶【ＪACK ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

〒８０７－０８２５
北九州市八幡西区折尾５－１－５
【営業時間】
月曜日～金曜日　ＡＭ９：３０～ＡＭ０：００
祭日前日はＡＭ１：００まで営業中！
土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００

アミューズメント施設多数・・・

オリスタボウリング豆知識

～１１９歳
１２０～１２９歳
１３０～１３９歳

日程を変更する場合も御座います。

ボウリングレッスン・マイボール調整
ボウリングレッスンをしながらお使いの

まずは基本に返り綺麗なフォーム作り。
継続出来る方にはレベルアップの為の
個別の教え方も行います‼

マイボールの指穴の調整も行います‼

ボウリングレッスン

アプローチに立つ時は投球動作に入る大切なポイントです。

左右１ＢＯＸに注意し、左右の投球者が投球動作に入ったら

アプローチに立ちましょう。

数
字
は
投
球
順
番
で
す
。

自分の投球順番の際にはハンドタッチを控え、投球後
ＢＯＸ内で【ナイスボール!!】と声をかけハンドタッチを

行う事でゲームの進行がスムーズになります。

アブソリューションフレックス(ＡＢＳ社)

画像

ミディアム～ライト系に設定され

画像

30周年の記念となるボールです‼

シリーズ最大のキレがピンヒット時に

全てをなぎ倒してくれるでしょう‼

定価　52,000円(税抜)
会員価格　34,000円(税込)

以下５飛び賞・B／B賞・Ｈ／Ｇ賞
ご参加頂けますご夫婦の方は、予めフロントにございます

※３G目＆４G目・・・夫婦の合計年齢が

転がりも良くピンアクションは
新素材により向上しています‼
定価　38,000円(税抜)
会員価格　26,000円(税込)

チーム６ゲーム
※１G目＆２G目・・・オフィシャルＨＤＣＰ

皆様のご協力をお願い致します。

新トーナメントのお知らせ

カットライントーナメント

以降10歳毎に＋10ピン／Ｇ

今大会は1ゲーム毎にポイント券の獲得チャンス!!
予め設定されたカットライン人数分、1ゲーム毎に
賞品が貰えちゃいます‼
初回の設定はコチラ‼(人数は24名の仮参加とします)

1ゲーム目・・・参加者の上位3／4 (18名)獲得‼
2ゲーム目・・・参加者の上位1／2(12名)獲得‼
3ゲーム目・・・参加者の上位1／4(6名)獲得‼
4ゲーム目・・・参加者の上位3名が獲得‼
獲得者のスコアは全てハンディキャップ込の各ゲームのスコアとします。

11月15日 (日)
２，７００円（友の会）
個人戦４ゲーム
通常表彰無し
各ゲームの獲得賞品のみとなります。

皆様のご参加をお待ちしております。

申込用紙にお名前のご記入を宜しくお願い申し上げます。

の巻投球順番の牽制

全てチーム表彰
優勝～第５位・第７位・第１０位
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日 月 火 水 木 土

1 2 3 4 5 7

16：00～ 16：00～ 15：00～ 16：30～ 16：00～

松村プロ 松村プロ 松村プロ 高橋プロ 高橋プロ

8 9 10 11 12 14

16：00～ 16：00～ 15：00～ 16：30～ 16：00～

松村プロ 松村プロ 松村プロ 高橋プロ 高橋プロ

15 16 17 18 19 21

16：00～ 16：00～ 15：00～ 16：30～

松村プロ 松村プロ 松村プロ 高橋プロ

22 23 24 25 26 28

16：00～ 16：00～ 15：00～ 16：30～ 16：00～

松村プロ 松村プロ 松村プロ 高橋プロ 高橋プロ

29 30

13

20

27

金

6


