
2016年全国スターレーンクラブ

主催
後援
開催日

平成27年

競技会場

参加資格
競技日程

開催日 平成28年

時間
内容
料金
表彰

懇親会場

宿泊場所

参加費

表彰

開催日 平成28年 ＨＤＣＰ
時間

料金 2,700円（友の会）
内容 個人戦4ゲーム
表彰

　Ⅰ　

開催日
定価 46,000円 (税抜)

時間 会員価格 31,000円 (税込)
参加費 　Ⅱ　

定価 48,000円 (税抜)
会員価格 32,000円 (税込)

　Ⅲ　
開催日 平成28年

時間
内容
料金 定価 49,000円 (税抜)
表彰 会員価格 33,000円 (税込)

HDCP 　Ⅳ　

定価 43,000円 (税抜)
会員価格 30,000円 (税込)

開催曜日
日程
参加費

松村プロ

開催日 平成28年

時間
高橋プロ 内容

料金
表彰

等が定義とされています。
基本的にはメンバーが決まったスケジュール、
同条件でボウリングし競い合う中で友好を深める
事が重要視されています。
生涯スポーツとしてボウリングを楽しむ為にも
是非リーグに参加して社交性と技術、精神の向上
を目指しましょう!!
※リーグで空きレーンが無い場合参加者以外の練習はお断りする場合がございます。

います。ただボウリングをするだけならいつでも
出来ます。ではなぜ『リーグ』と言う形式を行うのでしょう？

オリスタボウリング豆知識

なぜリーグを行うのか？

そもそもリーグとは
①予め決められたスケジュールにおいて行う。
②メンバー間で競技者相互の技術向上を図ると
　ともに常に友好の精神を養う目的で社交性と
　スポーツ精神の向上を図るもの。

③各週参加すると１ポイント
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。

男性　210ベースの８０％
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)

皆様のご参加をお待ちしております。

ジャックポット(ラディカル社)
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

大きな曲がりが持ち味です!!

1,350円(友の会・登録制)
参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。 どのボウリング場でも定期的に『リーグ戦』を行って

2,700円(友の会)

北九州市八幡西区折尾５－１－５

世界的に人気のIQシリーズが
オイルに強くなって登場です!!

GB12.2のカバーストック搭載で
軽快な走りとキレがピンを薙ぎ倒します!!

②HDCP込トータルピンで勝利すると1ポイント

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

平成28年7月16日（土）

スタッフまでお申し付け下さい!!

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

第157回シルビア月例会

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中!!

参加費　　1,800円(友の会)／週
※お休みの際のブラインド料は頂きません。
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
①各ゲームプロのスコアに勝利で1ポイント

ＮＥＷプロショップ便り
リサージェンス・ファイヤーＨＳＴ(Columbia300社)

走ってキレるリサージェンスは
今までにない攻撃的なラインが取れます!!

アイキューツアー・ライジング(STORM社)

画像

ソースシリーズの超強烈なキレに

画像

国内で人気ののシリーズです!!

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!!

ソース　パープル／ブルー(EBONITE社)

4日・11日・25日
月曜日　13:30スタート

松村プロボウリング道場の日程

ピン前でフックする扱い易い
画像

過剰な反応が無くスムーズに走り皆様のご参加をお待ちしております。
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

※写真はイメージです。

7月3日 (日)
ＰＭ8:00スタート
個人戦4ゲーム

日程を変更する場合も御座います。
2日・9日・16日・23日・30日

金曜日　16:30スタート
1日・8日・15日・22日・29日
土曜日　16:00スタート

1日・8日・15日・22日・29日
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！

木曜日コースは一時お休み致します。

水曜日　16:00スタート
6日・13日・20日・27日

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

7
VOL.528

月に1度以上のご来店があるならとってもお得‼

2016.

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

安定感のあるボールです!!

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

画像

〒８０７－０８２５

上記スケジュールは参加人数により変更の場合がございます。

ホテルサン人吉
熊本県人吉市上青井町166

宿泊費　6,000円／人

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9日(土)10日(日)

人吉スターレーン(熊本県)

2016年全国スターレーンクラブ会員
7月9日(土)　選手受付　12:00～

ダブルス戦前半(3Ｇ)　13:30　～　15:30

ダブルス戦後半(３Ｇ)　15:35　～　17:35

ダブルス戦　優勝～第6位　Ｈ／Ｇ(ＨＤ込)

シングルス戦　優勝～第10位　Ｈ／Ｇ(ＨＤ込)

オールエベンツ　優勝～第6位

平成28年7月9日現在の満年齢にて算出

参加選手の方はセンター名・ネーム入りの
ユニホームの着用をお願い致します。

〒868-0007
熊本県人吉市下青井町388-2
TEL　0966-23-2651
FAX　0966-23-3453

開会式　　　　　　 13:00　～　13:15

懇親パーティー　　　19:00　～　21:00

TEL　0966-22-7741

アンジェリーク平安
熊本県人吉市宝来町1340-7
TEL　0966-22-5131

競技費　7,500円（一般）　懇親会費　7,000円

7月5日(日)　選手集合　9:00～
シングルス戦(４Ｇ)　　9:30　～　12:00

個人10Ｇトータル上位20名をオールエベンツに選出

オールエベンツ(2Ｇ)　12:15　～　13:00

表彰式　13:15　～　13:45

パーフェクト達成記念お祝い大会

松原　群さん　　　松田　賢典さん
平成28年5月29日に行われた【サンデートーナメント】にて

『松原群選手』が公認第198号となるパーフェクト
ゲームを見事達成、更に平成28年6月11日に行わ
れた【高橋美貴プロチャレンジリーグ】におきまして

『松田賢典選手』が公認第199号となるパーフェクト

ゲームを見事致しました!!お二人の素晴らしい成績
を記念致しましてお祝い大会を開催させて頂きます!!

2,700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

皆様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17周年記念　兼

着任11周年記念チャレンジマッチ

大勢で祝って頂きたいと思いますので是非ご参加ください!!

(日)7月31日
ＰＭ8:00スタート
個人戦4ゲーム

　折尾スターレーンに着任し、早い
　もので11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

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。

皆様の多数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飛賞

ＢＢ賞・ＨＧ賞・勝利者賞

7月24日 (日)
ＰＭ2:00スタート【第1部】
ＰＭ8:00スタート【第2部】

新トーナメント開催のお知らせ

～シャトレーゼ編～
この度、新トーナメント【サンデーナイトトーナメント

～シャトレーゼ編～】を開催致します!!
洋菓子・和菓子など色々な賞品を準備して
おりますので奮ってご参加ください!!

サンデーナイトトーナメント

7月18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
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。

この度ゲーム中の楽しみの
一環と致しまして『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
ドリンクをゲット!!通常の表彰もありますので
今回は大盤振る舞い致します!!
カラーピンがセットされた時にいつも以上に
一球入魂!!ストライク目指して頑張ろう!!

高校生～ 60歳～ 65歳～ 70歳～ 以降
1年～3年 4年～6年 59歳 64歳 69歳 74歳 5歳毎

男性 30 20 10 0 5 10 15
女性 45 35 25 15 20 25 30

小学生
中学生

＋５

● ○ ○ ●
● ○ ●

● ●
●


