
開催日 平成29年 個人戦　4ゲーム
時間

参加費
料金 2,700円（友の会） 表彰
内容 個人戦4ゲーム
表彰

2017年全国スターレーンクラブ

主催
後援
開催日

平成29年

競技会場

競技日程

開催日 平成29年

時間
懇親会場 内容
参加費 料金

表彰

内容

開催日
平成29年 定価 53,460円 (税込)

時間 会員価格 32,000円 (税込)
参加費 登録料

対象

定価 41,040円 (税込)
会員価格 27,000円 (税込)

申請方法

褒章 定価 56,160円 (税込)
会員価格 34,000円 (税込)

HDCP 参加賞

開催日 第1クール

第2クール 定価 55,620円 (税込)
第3クール 会員価格 34,000円 (税込)
第4クール

開催曜日 第5クール

日程 第6クール

参加費 第7クール

第8クール

第9クール

第10クール

第11クール

第12クール

第13クール

松村プロ

高橋プロ

宿泊費　7,000円／人
折尾スターレーンより４組８名が参加致します!!
ご参加の選手の健闘をご祈念致します!!

懇親パーティー　　　19:30　～　21:30

7月10日(日)　選手集合　8:30～
シングルス戦(４Ｇ)　　9:00　～　12:00

時間に変
更がござ
います!!

個人10Ｇトータル上位21名をオールエベンツに選出

オールエベンツ(2Ｇ)　12:30　～　13:30

表彰式　14:00　～　14:30
ザ・グランドパレスホテル
競技費　7,500円（一般）　懇親会費　7,500円

西日本親善大会
全国スターレーンクラブ

スターレーン経営者協議会

7月8日(土)9日(日)

スエヒロボウル(徳島県)

7月8日(土)　選手受付　11:00～
開会式　　　　　　 11:30　～　11:45
ダブルス戦前半(3Ｇ)　12:00　～　15:00

ダブルス戦後半(３Ｇ)　15:15　～　18:15

　※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

2,600円（友の会）

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

参加費　　1,800円(友の会)／週

PM８：００スタート

ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！！

　　　　　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

7月15日

競技方法　※対戦は全て高橋プロとなります。

④各週のHDCP込HG・HSトップ賞で1ポイント

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

（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169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

ＮＥＷプロショップ便り

出来ます!!女性にはお勧め!!

ゲート(STORM社)

両手で抱えきれないほどの賞品を持って帰る人も

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

ボールです!!素材の混入比率を

帰って来ました!!クリーンな走りの

中に強烈なキレを生み出す!!

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

走りの極限を極めた新作です!!

まさに【万能】の言葉が適応する

男子プロのレッスンを受けて上達しよう‼

漆黒の蜘蛛がジェットになり

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!!

月に1度以上投げるならとってもお得!!

祭日前日はＡＭ１：００まで営業中！

暴れすぎずタイトなライン取りが

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

日程を変更する場合も御座います。
８日・１５日・２２日・２９日

金曜日　16:30スタート

３日・１０日・２４日・３１日
1,350円(友の会・登録制)

水曜日　16:00スタート

男性　210ベースの８０％

７日・１４日・２１日・２８日
土曜日　16:00スタート

７日・１４日・２１日・２８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)

５日・１９日・２６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!!

※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)

ネクサス・エボリューション⊿(Brunswick社)

　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。

新開発コアがパワフルな転がりと

パールも混入しバランスの良い仕上がりです!!

クリーンな走りを共演致します!!

ベストに仕上げたボールです!!

伊福正直プロレッスン開始致します‼
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

7
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2017.

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。

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

ブラックウィドー ジェットブラック(HAMMER社)

アブソリューション・アクセル(ABS社)

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

おります‼通常の固定の時間では無く

大会開催のお知らせ

秋吉夕紀プロチャレンジマッチ
約1年振りにPBAプロボウラー
【秋吉夕紀プロ】のチャレンジ

マッチを開催致します!!
国内のツアーはもちろん、現在は

海外のツアーにも挑戦中の
秋吉プロと楽しい時間を過ごし

ましょう!!

【開催日】
平成29年 7月1日 (土)

【時間】
【第1部】　PM2:00スタート
【第2部】　PM7:00スタート

内容
秋吉プロ１G毎に移動致します。
2,700円(友の会)　3,200円(一般)
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

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楽しみして

います。色んな方と楽しい時間を過ごした

いと思いますので是非ご参加ください(*^^)v

大会開催のお知らせ

カラーピンＶチャンストーナメント
久々やります‼大盤振る舞いの

『カラーピンVチャンス
トーナメント』を開催致します!!

ゲーム中に右の図で●の
いずれかにカラーピンが
セットされた際に男性は
ストライク・女性及び70歳以上の男性は9本スペア
以上でお好きな景品をゲット!!通常の表彰もありますので

出ております!!
カラーピンがセットされた時はいつも以上に
一球入魂!!ストライク目指して頑張ろう!!

7月17日 （月・祝）

ＡＭ10：00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

皆様と楽しくボウリングしたいと思いますので
どうぞ今後もよろしくお願いいたします。

7月23日 (日)
ＰＭ2:00スタート【第1部】
ＰＭ8:00スタート【第2部】

優勝～第5位・第7位・第10位・以下5飛賞

ＢＢ賞・ＨＧ賞・勝利者賞
皆様の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
松村伊津子プロ　プロ活動18周年記念　兼

着任12周年記念チャレンジマッチ

　折尾スターレーンに着任し、早い
　もので12年が経過致しました。
　たくさんの人と出会い、多くの方に
　支えられ日々感謝しています。
　これからも皆様からの温かいご支援を
　日々受けとめ感謝し、また1年を

折尾スターレーン開場45周年企画第2弾!!
一発屋だっていいじゃな～い♪

ウィークリーハイゲームチャンピンになろう!!

練習ゲームで出したあなたのハイゲームを

申請しよう!!
毎週月曜日から日曜日の間でスコアを競い
ます。それぞれの週のハイゲームチャンピオン

には賞品を差し上げます!!

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。

スコアの再プリントは致しません。
男性ＨＧ　3,000円分プロショップ専用金券

女性ＨＧ　3000円分プロショップ専用金券

オイル抜き200円割引券(重複使用可)
各週個人のハイゲームを更新する度に
差し上げます!!

7月3日～7月9日
7月10日～7月16日

無料♪(通常のゲーム代のみとなります)
折尾スターレーン友の会会員
オリスタパック利用者限定
※特別料金、スキットボウリング
　ナイターボウリングなど各種パックは
　対象外とさせて頂きます。
それぞれの週でオリスタパックを利用した

際に出したハイゲームのスコアシートで
フロントへ申請して下さい。

7月17日～7月23日
7月24日～7月30日
7月31日～8月6日
8月7日～8月13日
8月14日～8月20日
8月21日～8月27日
8月28日～9月3日
9月4日～9月10日
9月11日～9月17日

第1クール～第4クールはスクラッチ
第5クール～第9クールはハンディ込(センターHDCP使用)

第10クール～第13クールはスクラッチ(予定)
と、なります。

高得点が出たリーグやトーナメントの後などは
大チャンス!!目指せ!!週間チャンピオン!!

9月18日～9月24日
9月25日～9月30日

全週チャンピオンになると…

39,000円 分も獲得しちゃう!!
※尚ハイゲームのスコアは

● ○ ○ ●
● ○ ●

● ●
●


