
主催
後援

平成29年

会場

懇親会場
開催日 平成29年

時間

料金
内容 競技 1日目 シングルス戦 6ゲーム

2日目 ダブルス戦

表彰
HDCP

表彰 シングルス戦

ダブルス戦

競技内容
選手受付 13:00
前半3ゲーム

後半3ゲーム

選手集合 8:30
前半3ゲーム

後半3ゲーム

開催日 平成29年 宿泊
時間
内容
料金
表彰

開催日
平成29年 定価 56,160円 (税込)

時間 会員価格 32,000円 (税込)
参加費

定価 42,120円 (税込)
料金 会員価格 25,000円 (税込)
表彰

内容
ゲーム方式

定価 56,160円 (税込)
会員価格 33,000円 (税込)

HDCP

参加スタッフ １G目 定価 46,440円 (税込)
【予定】 ２G目 会員価格 29,000円 (税込)

３G目
開催曜日 ４G目
日程 ５G目
参加費 ６G目

松村プロ

高橋プロ

します!!
楽しい時間を過ごしましょう。

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
勝利者賞・ニアピン賞等…

個人戦4ゲーム

スターレーン制定年齢性別HDCP

13:50～15:50(ＢＯＸ6名)
16:00～18:00

開会式・懇親会受付 19:00～
開会式・懇親会開始

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

皆様のご参加をお待ちしております。

4日に行われた『ROYCE'杯』にて【是此田新吾選手】が

公認第205号となるパーフェクトゲームを見事達成

3月4日 (土)
【第1部】　PM2:00
【第2部】　PM7:00
2,700円（友の会）

④各週のHDCP込HG・HSトップ賞で1ポイント
　※お一人1回までと致します。

ガントレット(HAMMER社)

キネティック・エメラルド(TRACK社)

スタッフまでお申し付け下さい!!

3月18日

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

奥でのキレが倍増しています!!

①各ゲーム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
③各週参加すると１ポイント

チャレンジトーナメント】を開催致します。
ゲーム毎にスタッフに挑戦して頂き見事勝利した
方にはそのゲーム毎に勝利者賞をプレゼント致します‼

更に全体の順位賞もございます‼

開催日

個人戦6ゲーム（今回はレーン移動はありません）

各ゲーム毎にスタッフが1名いづれかの
BOXに入ります(その都度抽選致します）
各ゲーム毎にスタッフにチャレンジして頂き

大会開催のお知らせ

浅田梨奈プロチャレンジマッチ

（土）

※お休みの際のブラインド料は頂きません。

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中!!

第165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

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

参加費　　1,800円(友の会)／週

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

パーフェクト達成記念お祝い大会

ますので奮ってご参加下さい‼

3月12日 (日)
ＰＭ8:00スタート

皆様のご参加をお待ちしております。

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

2,700円(友の会)

エンジェルスマイルこと
『浅田梨奈プロ』のチャレンジ
マッチを約1年振りに開催いた

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！！

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・・・

【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

トーレント(STORM社)

1日・8日・15日・22日

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

2017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

扱い易さ抜群の仕上がりと

強烈に軸移動した時に爆発的な
キレを生み出します!!

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

改良されたコアがしっかりと走り

ロケットシリーズのコアを改良し

男子プロのレッスンを受けて上達しよう‼

最高峰のカバーと非対称コアが

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!!

月に1度以上投げるならとってもお得!!

日程を変更する場合も御座います。
4日・18日・25日

金曜日　16:30スタート

6日・13日・27日(自習)
1,350円(友の会・登録制)

皆様のご参加をお待ちしております。

水曜日　16:00スタート

男性　210ベースの８０％

3日・10日・17日・24日
土曜日　16:00スタート

3日・10日・17日・24日

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

金曜日　15:00スタート

です。初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

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)

⑤１，３００円／回　1時間(最大4Ｇ程度)
※予約時間に投球開始となりますので時間まで
　準備して頂くようお願い致します。
※物足りない方はスケジュールに余裕がある場合は
　延長も可能です‼(但し間に小休憩を挟みます)

ボウリングでお悩みの方‼必見‼
伊福正直プロのボウリングレッスンを行って
おります‼通常の固定の時間では無く
完全予約制となっておりますのでご注意ください。
レッスン可能な時間帯
①伊福プロの出勤日
②前日までの電話予約制(当日でも時間が空いていれば可)

③予約の時間に遅れる場合は必ずお電話にて
　ご連絡下さい(その他の業務と時間が重なる場合は

優勝～第5位　以下5飛賞　男女ＨＧ(ＨＤ込)

優勝～第5位　以下5飛賞

1日目(3月25日・シングルス戦)

　時間帯をずらして頂く場合もございます)
④度重なるキャンセルは以降お断りさせて頂く
　事もございます。

改良を重ね100％パール仕上げが

なっています!!

ＮＥＷプロショップ便り

色も綺麗で女性にはお勧めです!!

変化したオイルにも対応しやすく

なっています!!

トゥルー・ニルバーナ(Brunswick社)

伊福正直プロレッスン開始致します‼

ご参加ご希望の方は有村へお問い合わせください

19:30～22:00
2日目(3月26日・ダブルス戦)

9:00～11:00(ＢＯＸ3チーム)

11:10～13:10

第20回九州スターレーン親善大会
九州スターレーン会
全国スターレーン経営者協議会

開催日 3月25日(土)26日(日)
ＯＢＳボウル(大分県)
大分県大分市明野東1-1-1
ＴＥＬ　097-558-8510
ＦＡＸ　097-558-8512
カルチアパーク　大分リーガルホテルＢ１Ｆ

大分県大分市府内町1-1-29
ＴＥＬ　097-553-1090

6ゲーム(チーム12ゲーム)
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松田賢典さん　　　　是此田新吾さん
平成29年1月28日に行われた『大嶋有香プロチャレンジ

マッチ』にて【松田賢典選手】が公認第204号となる

パーフェクトゲームを見事達成、また平成29年2月

時間 AM10:00スタート
3,700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

致しました!!
この見事な結果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

大会開催のお知らせ

オールゲーム
スタッフチャレンジトーナメント
秋にご好評を頂きました【オールゲームスタッフ

表彰式・閉会式 13:30～14:00
①大分センチュリーホテル
大分市府内町1-4-28　℡097-536-2777

シングル6,000円(税込)　朝食付き
②大分リーガルホテル
大分市府内町1-1-29　℡097-536-3000

シングル6,000円(税込)　朝食付き

そのゲームの得点のみでスタッフに勝利した

方には勝利者賞をプレゼント致します。
また見事6人抜きをした方には更に
全員抜き賞をプレゼント致します‼

平成29年 3月20日 (月・祝)

尚、更新手続きはスターレーンクラブのポイントも利用

可能です。契約期間内にお早目の更新手続きを
お願い致します。

皆様のご参加をお待ちしております。

中津宏章係長
高橋美貴プロ
堀克哉係員
楠原早代里係員
古藤昌秀課長
有村茂樹支配人

レンタルロッカー契約の皆様へ
平素より折尾スターレーンをご愛顧頂き誠にありがとう

ございます。この度レンタルロッカーの契約更新期が

近づいておりますのでご案内致します。

Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ

シングル ダブル トリプル

3,900円 5,160円 6,480円

(325円／月) (430円／月) (540円／月)

最上段割引 3,300円 3,960円 5,280円

(3段以上ものに限る) (275円／月) (330円／月) (440円／月)

通常

Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ

シングル ダブル トリプル

3,900円 5,160円 6,480円

(325円／月) (430円／月) (540円／月)

最上段割引 3,300円 3,960円 5,280円

(3段以上ものに限る) (275円／月) (330円／月) (440円／月)

通常


