
開催日

時間

開催日

時間

開催日

時間
3開催とも

参加費 時間
通し券 内容

料金
表彰

表彰

特別賞①

特別賞②

第6位

時間 第5位
内容
料金
表彰

開催日
定価 40,000円 (税抜)

時間 会員価格 28,000円 (税込)
参加費

定価 49,500円 (税抜)
会員価格 33,000円 (税込)

時間
内容 定価 52,000円 (税抜)
料金 会員価格 34,000円 (税込)

HDCP 表彰

定価 49,000円 (税抜)
会員価格 32,500円 (税込)

開催曜日
日程
参加費

【時間】
【内容】

松村プロ
【表彰】

【参加費】

高橋プロ

立ち位置の移動で
スペアは取れやすく
なります。
あくまで基本なので

西日本親善大会結果のご報告
平成28年7月9日・10日に人吉スターレーンにて開催されました。

≪ダブルス戦≫

準優勝 中園憲三選手・辻村孝彰選手

第5位 山﨑敦史選手・石本キミコ選手

≪オールエベンツ≫

優勝 真嶋雅弘選手

おめでとうございます‼

AM 10:00スタート

2,700円(友の会)

皆様のご参加をおまちしております。

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・勝利者賞

１投目に楠原係員のスコア以上の方に粗品を
プレゼント致します!!

開催日 平成28年

丸山綾子選手

テンピンターゲットが

ある程度決まっている

事が前提です。
また計算上は右図の

8月15日 (月)
ＰＭ8:00スタート

2,700円(友の会)

楠原係員の地元鹿児島の特産品を

メインに取り揃えております‼
山の日だからと言って登山ではなく

チャレンジマッチを行います!!
男子プロの豪快な投球をご堪能下さい!!

第3位 真嶋雅弘選手
手柴嘉次選手

優勝～第5位・第7位・第10位

ボウリングで気分を盛り上げましょう‼
尚、ゲームスタート時に１投チャレンジを行います。

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）

サイド・スワイプ(COLUMBIA300社)

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

中津係長　10ピン　楠原係員　13ピン　

【開催日】
平成28年 8月28日 (日)

8月1日（金）より受付を開始致します。

【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　7ピン　松村プロ・高橋プロ　０ピン
伊福プロ　-10ピン　大塚課長　29ピン
池崎チーフ　２２ピン　古藤課長　４ピン

チームＨＧ賞（ベーカー方式のみ）
2,500円（友の会）

自分の取りやすい
立ち位置・アングルを

見つけるように
しましょう!!

日程を変更する場合も御座います。
20日・27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

広範囲でパフォーマンスが得られる

キレのある曲がりを出す設計です!!

画像

ゴールドの綺麗な色にパールを

オリスタボウリング豆知識

3-6-9スペアアジャスト1,350円(友の会・登録制)

より大きな曲がりを追求した
カバーとコアの最強マッチングで②HDCP込トータルピンで勝利すると1ポイント

男性　210ベースの８０％
女性・60歳以上の男性　100％で算出

正に最強と呼ぶに相応しいボールです!!

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!!

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

『楠原早代里係員』のチャレンジ

マッチを開催致します。

ウォーリアースプリーム(EBONITE社)

ニルバーナ・エボル(Brunswick社)

当センターの人気スタッフ、

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
3日・10日・17日・24日・31日

画像

①各ゲームプロのスコアに勝利で1ポイント

※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。

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

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。

月曜日　13:30スタート
松村プロボウリング道場の日程

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

8月11日 (木・祝)

ＰＭ　７：００スタート
ストライクターゲットと

1日・8日・22日・29日

4日・18日・25日
練習の時にスペア
アングルを考えて

大会開催のお知らせ
小林和明さん

世界大会出場壮行会
この度平成28年8月20日から28日まで
ポーランドのワルシャワにて行われる

8
VOL.529

月に1度以上のご来店があるならとってもお得‼

2016.

【世界選手権大会】に当センター会員の
『小林和明さん』が日本代表として
参加されます‼
今大会はシングル戦で18ゲームの予選(6ゲーム／日)で
その結果上位8名による準決勝ラウンドロビン・
さらに上位3名による決勝ステップラダーで勝者を
決定いたします。
前回以上の結果を期待して皆様で盛大に送って
頂きたいと思いますので是非ご参加ください‼

大会開催のお知らせ
お盆スペシャルトーナメント

スタッフノックアウトチャレンジマッチ

8月15日 (月)

優勝～第５位・第７位・第１０位
以下５飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞
毎回勝利された方に勝利ポイントを1ポイント

付与致します。3開催終了後に勝利ポイント

２，７００円(友の会)

毎回受付時に抽選権を配布致します。最終日の

表彰式終了後に抽選を行います。見事、

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

第158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!!

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・勝利者賞

開催日 平成28年

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8月20日（土）

スタッフまでお申し付け下さい!!

お盆特別企画

伊福正直プロチャレンジマッチ
今年のお盆の最後は当センターの専属
男子プロボウラーの『伊福正直プロ』の

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

リアクションが売りです!!

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

最強のトラクションを持つカバー

画像

新設計のコアがミディアムオイルの

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!!

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

添加しています。読みやすいボールの

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。

３開催分８，１００円が

7,500円‼

古田奏絵係員の巻～若松ＵＦＯスイカ編～

AM１０：００スタート
葛原康介係員の巻～アルコール編～

AM１０：００スタート
髙木遼介係員の巻～アイスクリーム編～

AM１０：００スタート

8月1日より販売致します。

個人戦4ゲーム

番号が一致した方にボールをプレゼント‼

皆様のご参加をお待ちしております。

平成28年 8月13日 (土)

平成28年 8月14日 (日)

平成28年

最上位者の中の最高得点者1名にNEWボールを

プレゼント致します。

マーベルマックス・ゴールド(STORM社)

平成28年 8月7日 (日)開催日
ＰＭ8:00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

皆様のご参加をおまちしております。

入賞者がいらっしゃいますのでご案内致します。

山﨑敦史選手

ストックにコアをマッチングさせた

頼りになるボールです!!

山の日記念

さつまっ娘杯

個人戦4ゲーム

ご参加の皆様お疲れ様でした!!

≪シングルス戦≫

優勝

ＮＥＷプロショップ便り

楠原早代里係員チャレンジマッチ
お盆のチャレンジに先駆けて

を覚えていますか？

キーピン スタンス ターゲット

① ⑤ ストライクポジション ストライクターゲット

② ⑧
ストライクポジション

より板目

３枚右移動

ストライクターゲット

④

ストライクポジション

より板目

６枚右移動

ストライクターゲット

⑦
ストライクポジション

より板目

９枚右移動

ストライクターゲット

③ ⑨
テンピンポジション

より板目

６枚右移動

テンピンターゲット

⑩ テンピンポジション テンピンターゲット

⑥
テンピンポジション

より板目

３枚右移動

テンピンターゲット

http://www.legend-star.com/img/warrior_supremeA4out.pdf
http://www.legend-star.com/img/warrior_supremeA4out.pdf

