
219
203
205
179

☆Ｈ／Ｇ賞

一般部門
開催日

平成28年 300
時間
内容 女性部門

300
参加費
表彰 300

278
☆Ｈ／Ｓ賞

768
678
807
690

☆Ｈ／Ｆ賞

1049
995
1055
837
1441Ｇ

優勝
優勝
優勝
優勝

開催日

時間
内容
料金
表彰

　Ⅰ　

開催日
定価 26,000円 (税抜)

時間 会員価格 20,000円 (税込)
参加費 　Ⅱ　

開催日 定価 52,000円 (税抜)
平成28年 会員価格 34,000円 (税込)

時間 　Ⅲ　
内容
参加費
表彰

定価 45,000円 (税抜)
開催日 平成28年 会員価格 31,000円 (税込)
参加費 　Ⅳ　
時間
内容
表彰

定価 49,000円 (税抜)
会員価格 33,000円 (税込)

開催曜日
日程 【開催日】 マイボールの

参加費 平成28
【時間】
【内容】

松村プロ 【表彰】

【参加費】

高橋プロ

時間を過ごしたいと思いますので是非
ご参加下さい(*^▽^*)

ＰＭ1:00スタート
個人戦6ゲーム※アマチュアは移動無し
秋吉プロは１Ｇ毎にレーン移動致します。

3,700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
秋吉プロよりメッセージ
久しぶりの折尾スターレーンをとても
楽しみにしています。色んな人と楽しい

この度2年振りにＰＢＡプロボウラー
『秋吉夕紀プロ』を招いてチャレンジ
マッチを行います‼
国内のツアーで活躍している秋吉プロと
一緒に楽しい時間を過ごしましょう‼
いつもの事ですが多少の天然振りも
発揮してくれるでしょう(笑)
今回は昼の部のみとなります。是非ご参加下さい‼

2月7日 （日）

シニア女子部門 渡辺　美智子
☆最多ゲーム賞
☆特別功労賞

田中　博志

一般部門 中村　朋英
女性部門 上野　由香里
シニア男子部門 西山　健治

シニア男子部門
シニア女子部門

鈴木　良二
上野　由香里
西山　健治
堀尾　眞由美

奥田　茂美
シニア女子部門
山本　喜子

一般部門
女性部門

松原　群・田中　博志・山口　章
山本　雅之・西田　剛・中田　俊澄
山本　清・藤嶋　信介・是此田　新吾

阪本　和江・米田　久美
シニア男子部門

女性部門
シニア男子部門
シニア女子部門

中村　朋英
米田　久美
西山　健治
渡辺　美智子

2015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

新しいコアは転がりが非常に
良く、ピンアクションが売りです‼

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！！

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

祭日前日はＡＭ１：００まで営業中！
土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００

パールリアクティブを搭載し
キャリーダウンにも負けない‼

画像

2016.

〒８０７－０８２５

ＮＥＷプロショップ便り

アルティメイトＸ－１(LEGEND‐STAR社)

中盤ではより活躍するでしょう‼

Ｘ－１はレーンキャッチ・Ｘ－２は

バックエンドのキレが魅力です‼

メーリーフック(Brunswick社)

画像

人気シリーズの第2弾登場です‼

画像

新ブランドが立ち上がりました‼

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!!

木曜日　16:00スタート

水曜日　16:00スタート
3日・10日・17日・24日

大活躍するでしょう‼

1日・8日・15日(高橋プロ)・22日・29日

月曜日　13:30スタート

1,350円(友の会・登録制)

松村プロボウリング道場の日程

ロール性に富んでいます‼朝一で

2,500円（友の会）

個人戦４ゲーム

皆様のご参加をお待ちしております。

グリップ編
皆様が投げているマイボールの指の調子は如何でしょう？

最近ピンの弾きが悪い事や、上手く回転が掛からない…
などありませんか？先月紹介したボールの手入れに続き

グリップの手入れをご案内致します。
①　　　　　　②　　　　　　　　③

PM８：００スタート

アミューズメント施設多数・・・

2016年度友の会会員募集中‼

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

2
VOL.523

月に1度以上のご来店があるならとってもお得‼

日程を変更する場合も御座います。
6日・13日・20日

金曜日　16:30スタート
5日・12日・19日・26日
土曜日　16:00スタート

5日・12日・19日・26日

オリスタボウリング豆知識

ジャッカル・カーネッジ(MOTIV社)

画像

初代より更にオイルに強くコント

金曜日　15:00スタート

今月のレッスン会の日程
受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。
初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

4日・18日・25日

第9位　西山健治860Ｇ

第10位　中村朋英854Ｇ

第6位　手柴　嘉次　　907Ｇ
☆特別賞(Ｈ／Ｆ　1000ＵＰ)
松原　群・山本　雅之・鈴木　良二・安江　三一・西田　剛

真嶋　雅弘・中田　俊澄・是此田　新吾・松田　賢典・中村　朋英

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

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

スナップロック(STORM社)

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

第152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

第57回全国スターレーン親善大会
男子シングルス戦 真嶋　雅弘
男子オールエベンツ 真嶋　雅弘
2人チーム戦
4人チーム戦

手柴　嘉次・山本　美穂子

安江　三一・中園　憲三

平成28年2月20日（土）

スタッフまでお申し付け下さい!!

木村　修・辻村　孝彰

☆功労賞
第2位　松田　賢典　1324Ｇ 第7位　是此田新吾893Ｇ

第3位　奥田　茂美　1250Ｇ
第4位　田辺　洋一　1085Ｇ
第5位　山本　雅之　　938Ｇ

第8位　石本キミコ876Ｇ

2月11日 （木・祝）

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。
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

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

2月6日 (土)

大会開催のお知らせ

GoldRush

ダブルス

トーナメント

最大10000ポイント獲得!?

今年も建国の日を記念致しまして『GoldRushトーナメント』

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!!

手嶋課長　０ピン　大塚課長　30ピン

※先着24チーム(48名)にて締め切らせて頂きます。

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

致します!!大勢で楽しい時間を過ごしましょう!!

2月21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）

秋吉夕紀プロチャレンジマッチ

池崎チーフ　22ピン　中津係長　10ピン
楠原係員　12ピン　佐村係員　11ピン
2月1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。

カットライントーナメント
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‼
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なります。
また獲得者数は場内掲示致しますのでご確認を
お願い致します。

通常表彰無し
各ゲームの獲得賞品のみとなります。

２，７００円（友の会）

ペーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

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）

【和田会長】【田辺役員】チームが参加致します!!
今回のスタッフＨＤＣＰ（一部移動制となっております）

有村支配人　6ピン　松村プロ・高橋プロ　０ピン

大会を開催させて頂きます‼

大会開催のお知らせ

パーフェクト記念お祝い大会
この度平成28年1月2日に行われた

【新春スタッフノックアウトチャレンジ

マッチ～中津宏章の巻～】にて
『中村朋英選手』が公認第189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

皆様の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

平成28年 2月14日(日)
PM８：００スタート
個人戦　4ゲーム

事があれば遠慮なくプロかスタッフにご相談ください‼

①は交換が必要です。グリップとボールの間に隙間が
空き、変形しています。至急交換をして下さい。
②は間もなく交換期が来ています。プロかスタッフに
相談した方がいいでしょう。
③は新品です。出来るだけこの状態を保つ事で
良い状態で投げれます。
スコアアップの為にも、必要不可欠な事なので気になる


