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184
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料金 268
内容
表彰 794

719
780
647

名前
プロ入り 1082
所属 942
生年月日 1009
出身 栃木県 利き腕 左投げ 868
座右の銘 不動心 1315G
主な成績 1812G

時間
料金
表彰 高木遼介1026 中村朋英1005 山本雅之1049 野口啓二1048

高木遼介1015 木原博1017 鈴木良二1029 ＴＥＬ　０９３－６０１－３９００
高木遼介1002 松原群1073 野口啓二1001

ＮＥＷプロショップ便り

開催日 ☆今月発売予定ボール
時間 　Ⅰ　

開催日
時間

内容 平成27年

料金 　Ⅱ　
表彰

　Ⅲ　

　Ⅳ　

時間
参加費

受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。 　Ⅴ　

水曜コース

木曜コース

金曜コース

土曜コース

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

～葛原康介の巻～
平成27年2月21日(土)
ＡＭ10:00スタート

平成27年2月28日（土）
ＡＭ10:00スタート

～楠原早代里の巻～

※大会の都合上日程を変更いたします。

２フロア４８レーン・駐車場１５０台完備

アミューズメント施設多数・・・
喫茶【Ｊａｃｋ ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

今月もNEWボールが続々登場致します!!
また、バックやユニホームがモデルチェンジの季節と

ダブルス

トーナメント

〒８０７－０８２５

お問い合わせください!!

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

第19位　山本　美穂子　685G

☆特別賞(H／F　1000up)
是此田新吾1006

西田剛1030

高木遼介1022

大会開催のお知らせ
最大10000ポイント獲得!?

会員価格　29,000円(税込)

画像
定価　48,000円
会員価格　29,000円(税込)

２，６００円（友の会）

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

勝利者賞

個人戦4ゲーム
2,300円（友の会）
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞※全てチーム単位

※先着24チーム(48名)にて締め切らせて頂きます。

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

AM9：30スタート
ダブルス戦12ゲーム(個人6ゲーム)
3,700円(友の会)
全てポイント券となります。

時間
内容
参加費
表彰

6日・13日・20日・27日
16:00～　担当：高橋美貴プロ

16:00～　担当：松村伊津子プロ
5日・12日・19日・26日
15:00～　担当：松村伊津子プロ

第１40回シルビア月例会

PM８：００スタート

２月開講のお知らせ
～折尾スターレーン所属プロによるレッスン会～

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント
スタッフまでお申し付け下さい!!

16:30～　担当：高橋美貴プロ

4日・18日・25日
16:00～　担当：松村伊津子プロ

開催日 平成２７年２月２１日（土）

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

日曜日＆祭日　　ＡＭ９：００～ＡＭ０：００

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

その他詳しくは、久富プロ・手嶋にお気軽にお尋ねください。

トップスローン(ROTO GRIP社)

画像
世界的な大会でも活躍する高評価を

繋がるボールです‼
定価　49,500円(税抜)
会員価格　30,000円(税込)

定価　49,500円(税抜)

更にオイルに強くなっています。

ゲームブレーカー２パール(EBONITE社)

会員価格　26,000円(税込)
プライドエッジ(Brunswick社)

用品をご購入の際にはプロボウラー、プロショップマンへ

画像

定価　42,000円(税別)

デンジャラスディール(HAMMER社)

パールを混入して発売されます!!

バックエンドでの大きなキレと
強い転がりがスコアメイクに

会員価格　30,000円(税込)

画像

クラックスパール(STORM社)
久富プロ一押しボール

有村支配人　3ピン　久富プロ　－１０ピン
松村プロ・高橋プロ・手嶋課長　０ピン
大塚課長　31ピン　池崎課長　20ピン
中津係長 8ピン　楠原係員　13ピン　
2月2日（月）より受付を開始致します。

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

今回のスタッフＨＤＣＰ（一部移動制となっております）

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）

【表彰】

V2コアを搭載したボウラーに愛され、

信頼されたゲームブレーカーシリーズが

最新のアンティックスシリーズは全体の

曲りがアーク状の曲りが特徴です‼

なって参りました。カタログはフロントにて
常時保管してありますので新しい

パールが入ってる分のキレも魅力です。

パフォーマンスが向上し、ミッドレーンの

的な活躍を致します。

会員価格　26,000円(税込)

前作と比較し新素材・新工程を踏まえ

画像
定価　48,000円(税抜)

画像

強烈なバックエンの中にキャリーダウンに

対する転がりを付加してオールラウンダー

マッド・アンティックス(COLUMBIA300社)

定価　42,000円(税別)

得ています。安定感のあるパワフルな

バックエンドが最大の魅力です!※開催時間を変更致します。

受付は当日フロントにて行います。
プロのレッスンでアベレージアップしよう‼

7日・14日・21日

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

VOL.511

2015．2

2015年度友の会会員募集中‼

月に1度以上ご来店されるなら超お得‼

ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！！

300

女子部門

シニア男子部門
佐藤　次男

サウスポー】と言われています。

また【第1回群馬プロアマオープン】

を見事制した華麗な投球を
間近で見れる大チャンス!!是非ご参加ください!!

今年度プロテストに見事合格
したルーキープロチャレンジ
第2弾は【鶴井　亜南プロ】チャ

レンジを行います!!
Pリーグもデビューし【ミラクル

2014年度友の会会員年間表彰
☆アベレージ表彰 ※以下敬称略

松原　　群
阪本　和江
久原　正則
渡辺美智子

最優秀選手
一般の部
女性の部
シニア男子の部
シニア女子の部

大会開催のお知らせ

鶴井 亜南プロチャレンジマッチ

米田　久美

第5位　手柴　嘉次　　943G
第6位　小西　康典　　931G

シニア女性部門
渡辺　美智子・陣川　俊江

☆H／G賞
一般部門

松原　群・野口　啓二・中村　朋英
山本　雅之・西田　剛・高木　遼介
山崎　敦史・山口　章・鈴木　良二

一般部門
女子部門

☆H／S賞

シニア男子部門
シニア女子部門

鈴木　良二
阪本　和江
西山　健治
陣川　俊江

☆H／F賞

第7位　西山　健治　　905G
第8位　上野　由香里　809G
第9位　中村　朋英　　808G
第10位 是此田　新吾　801G

第11位　橋本　正義　786G

第11位　田中　徳子　786G

第13位　今井　幸男746G

第14位　山本　雅之　742G

第15位　石橋　和敏　715G

第16位　久原　正則　712G

第17位　木原　浩　698G

第18位　手柴　浩之　691G

第19位　石本　キミコ　685G

第2位　田中　博志　1312G
第3位　奥田　茂美　1098G
第4位　中園　憲三　　981G

開催日 平成27年2月7日 (土)

【第1部】 PM2:00 スタート

【第2部】 PM7:00 スタート

時間

2,700円（友の会）／回

一般部門

大会開催のお知らせ

古田奏絵係員チャレンジマッチ
今年の建国記念日は夜もやっちゃいます‼

当センターのスタッフ【古田奏絵】のチャ

レンジマッチを開催致します‼

開催日 平成27年2月11日 (水・祝)

個人戦4ゲーム
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞
勝利者賞・その他…

鶴井 亜南プロパーソナルデータ
鶴井　亜南（つるい　あなみ）

桐生スターレーン
1995年8月7日

第1回　群馬プロアマオープン　優勝

2014年(47期生・ライセンス№513)

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

☆最多ゲーム賞 田辺　洋一
☆最多練習投球賞 奥田　茂美
☆功労賞(公認ゲーム数第2位～第20位)

女子部門 阪本　和江
シニア男子部門 小西　康典
シニア女子部門

高木　遼介

中園　宣子

【参加費】

【和田会長】【田辺役員】チームが参加致します!!

GoldRush

平成２7年2月22日（日）
ＰＭ　７：００スタート
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）

ペーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

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

致します!!大勢で楽しい時間を過ごしましょう!!

【開催日】

【時間】
【内容】

を開催致します。今回はダブルス戦で行います!!
気の合う仲間と一緒に最大でチーム10000ポイント
目指して頑張ろう!!

今年も建国の日を記念致しまして『GoldRushトーナメント』

2月11日 （水・祝）開催日

ましょう‼

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

2,700円(友の会)

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞

ＰＭ8:00スタート

大会開催のお知らせ

モーニングスタッフチャレンジ
当店の人気アルバイトスタッフ【楠原早代里】と
【葛原康介】のチャレンジマッチを毎月開催
しております‼皆さんで楽しい時間を過ごし


