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ＮＥＷプロショップ便り

開催日
時間
参加費
参加資格
内容 ☆今月発売予定ボール

　Ⅰ　
表彰

HDCP
開催日
時間 　Ⅱ　
料金
特別
表彰

　Ⅲ　

開催日
時間

　Ⅳ　
内容

時間 参加費
参加費

表彰
受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。 　Ⅴ　

水曜コース

木曜コース

金曜コース 【エキシビジョンマッチ】を
行います！

土曜コース

スタッフへお申し付け下さい。
多数のご参加をお待ちしております。

AM10：30（選手集合）
AM11：00ゲームスタート（２Fのみ）

福岡県・山口県のプロボウラー
も、多数参加致します！

大会開催のお知らせ

JLBC九州・山口親善ボウリング大会

平成26年11月7日(金)

※ゲーム終了後参加プロボウラーによる１ゲームの

　　　　　　BB賞・HG賞・敢闘賞
★ゲスト　優勝～第３位・第７位・以下１０飛賞
　　　　　　BB賞・HG賞・敢闘賞
★ベストアマチュア賞（総合）

ご参加ご希望の方は久富プロ、
松村プロ、高橋プロまたはフロント

個人戦　6ゲーム
4,500円（一般）※昼食付き
3,800円（JLBC会員）※昼食付き
4,000円（サポート会員）※昼食付き
クラス別表彰
★女　性　優勝～第５位・第１０位・以下５飛賞

された方がいらっしゃいますのでご案内致します。

表彰パーティーを行います。
BINGO大会もあります！
オフィシャルHDCP
個人戦6ゲーム
（3ゲーム終了後レーン移動）
シニア部門・レディース部門とも
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞

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

菊池葵プロチャレンジマッチ

大会結果のご案内
第56回

全国スターレーン親善大会結果
平成26年10月25日26日に岩手県の【盛岡スター
レーン】にて【第56回全国スターレーン親善大会】

が、開催されました。
折尾スターレーンより選手が参加致しまして入賞

開催日 平成26年11月30日（日）
AM ９：３０スタート
2014年度友の会会位の方で
●シニア部門：男性45歳以上
●レディース部門：女性
4,000円（パーティー費込）
ゲーム終了後、パーティールームにて

今年のイヤリーフェスティバル第1弾!!

シニア＆レディース
イヤリーフェスティバル

今年もイヤリーフェスティバル第1弾は
【シニア＆レディースイヤリーフェスティバル】を
開催致します。年に1度の祭典となっておりますので
是非ご参加ください!!
また大会終了後は表彰パーティーを行います。
楽しいBINGO大会もあり、抽選賞も多数有ります!!

バッド・アス（HAMMER社）

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

友の会会員をお勧め致します！

VOL.508

※準備が出来次第皆様にお知らせ致します!!

2014．11

２０１５年度友の会会員受付致します!!

月に一回以上ご来店される方は

ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！！
２フロア４８レーン・駐車場１５０台完備

アミューズメント施設多数・・・

16:30～　担当：高橋美貴プロ

受付は当日フロントにて行います。
プロのレッスンでアベレージアップしよう‼

1日・8日・22日

画像
定価　48,000円（税抜き）
会員価格　30,000円（税込）

画像

蝶の様に舞い（走る）蜂の様に刺す
（キレる）の言葉の様に走り系の

〒８０７－０８２５
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

一世を風靡した【The One】が更に
進化を遂げ、バックエンドのキレが

年末のマラソンやイヤリー大会用に
お早めにご注文下さい!!

クリーンな走りが売りの扱いやすい

高いのでラインが取りやすいと思われます。

喫茶【Ｊａｃｋ ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

その他詳しくは、久富プロ・手嶋にお気軽にお尋ねください。

パールを配合していますがオイル
ゾーンでのキャッチ力はさながら

会員価格　30,000円（税込）

画像

IQツアーNANO（STORM社）
久富プロ一押しボール

フォルテラ・バルテックス（Brunswick社）

画像
今作は表面を粗めに仕上げております!!

奥でのキレも強いボールです‼
定価　51,000円（税抜き）
会員価格　32,000円（税込）

定価　47,000円（税抜き）

篤安いボールなので女性にお勧めです‼

ボールです。転がりも良く、操作性が

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

２，６００円（友の会）

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

14日・21日・28日
15:00～　担当：高橋美貴プロ

16:00～　担当：松村伊津子プロ
6日・13日・20日・27日
15:00～　担当：松村伊津子プロ

第１３７回シルビア月例会

PM８：００スタート

11月開講のお知らせ
～折尾スターレーン所属プロによるレッスン会～

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント
スタッフまでお申し付け下さい!!

16:30～　担当：高橋美貴プロ

5日・12日・19日・26日
16:00～　担当：松村伊津子プロ

開催日

ボールです!!女性にはお勧め!!

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

会員価格　31,000円（税込）

走りのイラプションプロを更に
グリップ感を強くして登場です‼

日曜日＆祭日　　ＡＭ９：００～ＡＭ０：００

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

レジェンド・ワン（EBONITE社）

会員価格　30,000円（税込）
イラプション・プロ・ハイブリッド（COLUMBIA社）

画像

定価　49,500円（税抜き）

ダークドミネーション（STORM社）

強烈になって登場いたします‼
定価　48,000円（税抜き）

画像
定価　39,000円（税抜き）
会員価格　26,000円（税込）

今月も最新ボールが続々登場いたします‼
そろそろ年末のイヤリー大会やマラソントーナメントの

為にもラインナップを充実させ万全の準備で
年末年始の大会を迎えよう‼

平成26年11月15日（土）開催日

平成26年11月29日（土）
※センターイベントの関係上今月は第5土曜日に開催致します。

大会のご案内
11・22（いい夫婦）の日記念

ダブルストーナメント
平成26年11月24日（月・祝）
AM10：00スタート
チーム　4,000円
ご夫婦で参加出来る方に限ります
※１G＆２G　通常ゲーム（チーム4ゲーム）

※３G＆４G　スカッチ方式（1投ずつ交代）

全てチーム単位
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞
※１G＆２G　個人オフィシャルHDCP
※３G＆４G　夫婦の合計年齢で算出
　　　～１１９歳　　０P／G
１２０～１２９歳　１０P／G
１３０～１３９歳　２０P／G
１４０～１４９歳　３０P／G
以下１０歳毎に　＋１０ピン

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

一緒に投げる絶好の機会となって

おります。また今回は
2部制となっております!!
楽しい時間を過ごしましょう!!

Cuteな若手女子プロチャレンジ開催!!

平成26年11月15日（土）に
キュートな若手プロボウラーの
【菊池葵プロ】を招いて
チャレンジマッチを行います。
今回はフレッシュな女子プロと

時間
【第1部】　PM２：００スタート
【第2部】　PM７：００スタート

2,700円（友の会） 3,700円（一般）
料金
両部とも

内容
両部とも

個人戦4ゲーム
※プロボウラーは１G毎に移動致します。

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞・その他

表彰
両部とも

菊池葵プロパーソナルデータ
地区：城東地区（関東地区）所属：フリー

プロ入り：2011年44期　ライセンス№482
利き腕：右投げ 出身地：岩手県
座右の銘：自恃自身

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

長寿ボウラーお祝いトーナメント
この度折尾スターレーンの元気なご長寿の皆様を
敬う会と致しましてお祝い大会を開催致します。
毎年【日本ボウリング場協会】が発表しております
【長寿ボウラー番付】に掲載の方は大会当日に
ご紹介、また大会参加費をご優待させて頂きます。

平成26年11月3日（月・祝）

平成26年11月29日（土）
葛原康介

AM１０：００スタート
2,100円（友の会）
１G目の第1フレーム1投チャレンジを行います

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞

遠くは青森県から北九州に来て、折尾スターレーンの
会員の皆様に愛され早いもので半年が経ちました。
スペアはイマイチですが若さ溢れるパワーボウリングで

皆様と一緒に楽しい時間を過ごしたいと思いますので

ご参加の程、よろしくお願い致します!!
～一言コメント～
まだまだ未熟者の大学生ですがこれからもどうぞ

【4人チーム戦】 ※敬称略

【オールエベンツ】

【第6位】 手柴 嘉次・山本 美穂子

小山田 文伸・手柴 浩之

第6位 手柴 嘉次

末永くお付き合い頂きますようお願い致します。

葛原康介係員の巻
アルバイトの巻～第2弾～

個人戦4ゲーム
AM１０：００スタート
2,500円（友の会）

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞・男女各最高年齢賞

※【長寿ボウラー番付表】に掲載の方は2,000円

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

新トーナメントのお知らせ
モーニングスタッフチャレンジ

ご参加の選手の皆様大変お疲れさまでした!!


