
主催

後援

日程

平成27年

会場

参加資格

開催日

時間 参加費
懇親会費込

開催日 表彰内容 シングルス戦 個人3ゲーム

ダブルス戦 チーム6ゲーム

時間 4人チーム戦 チーム12ゲーム

オールエベンツ 個人12ゲームトータル

開催日

時間

開催日 選手受付

時間

開催日

時間
5開催とも

参加費 選手集合
通し券

‼
表彰式

表彰

特別賞①

特別賞②

●開催日時 行います。

●開催場所

　Ⅰ　
●参加資格

●大会内容

●HDCP

開催日
時間 　Ⅱ　
内容

●表彰・懇親会

●申し込み 表彰

　Ⅲ　

開催日 　Ⅳ　

時間 日時
参加費

参加資格
　Ⅴ　

参加費
水曜コース

競技内容
木曜コース

ＨＤＣＰ 女性＝1ｹﾞｰﾑ30ﾋﾟﾝ（ﾏｲﾎﾞｰﾙ＝15ﾋﾟﾝ）
金曜コース 男性＝1ｹﾞｰﾑ15ﾋﾟﾝ（ﾏｲﾎﾞｰﾙ＝0ﾋﾟﾝ）

表彰
土曜コース

★個人賞
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2015年度友の会会員募集中‼

月に1度以上ご来店されるなら超お得‼

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！！

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

アミューズメント施設多数・・・

5センター対抗親善大会 ＮＥＷプロショップ便り

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

～日田アストロボウル・フラワーボウル・唐津FAS・
折尾スターレーン・飯塚第一ボウル～

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!!

ゲームブレーカー2・ゴールド(EBONITE社)

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

決算大バーゲンセール‼
今月は決算月の大バーゲンを行います‼展示品の価格が通常よりも

お安くなる大チャンスです‼この機会に是非ご購入ください‼
また展示品に限らず新規にボール・バック・シューズなどご注文
頂けた場合にも・・・勉強致します 　プロショップ担当　手嶋

オプティマス4.0(STORM社)

画像

安定した走りと転がり感でピンアクションも

更に向上しています‼外目をまっすぐ投げる

タイプの方にはお勧めのボールです‼
定価　47,000円（税抜）
会員価格　31,000円（税込）

平成27年9月27日(日)
PM８：００スタート

画像

最強カバーストック『GB10.7』にパールを

混入しキャッチ力に走りが強化され
エボナイト特有のキレ感が増しています‼

定価　42,000円(税抜)
会員価格　29,000円(税込)

ブラックウィドーレッドレジェンドソリッド(HAMMER社)

画像

前作のレッドレジェンドのソリッド素材が

大会終了後【パドドゥ・ル・コトブキ】にて

入ったので更にキャッチ力が増量‼

行います。　TEL０９４８－２２－５１３８

曲がって欲しいならブラックウィドーです‼

各センターにて申し込みをお願い致します。

定価　49,500円(税抜)

締切　平成27年9月5日(土)

会員価格　33,000円(税込)

第147回シルビア月例会

個人戦４ゲーム
※久富プロは１Ｇ毎にレーン移動致します。

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

ナノデスアキュロール２(ABS社)

画像

カバーストックをハイブリッドに変更した

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

ので更にキャッチ力が増しているので

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

曲がって欲しい人にはお勧めです‼

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

定価　50,600円(税抜)

スタッフまでお申し付け下さい!!

会員価格　34,000円(税込)

プロのレッスンでアベレージアップしよう‼ 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。

16:00～　担当：松村伊津子プロ
2日・9日・16日・30日

16:30～　担当：高橋美貴プロ

画像

ブルートストレングス (Brunswick社)
4日・11日・18日・25日 シリーズ2作目となるブルートは
16:00～　担当：高橋美貴プロ その名の通り力強い曲りが評判で
※開催時間を変更致します。 シリーズ作特有の走りも継承されています‼

5日・12日

16:00～　担当：松村伊津子プロ
3日・10日・17日・24日

３人チーム（お１人３ゲーム）の９ゲーム

トータルピンにて順位を決定します。

★チーム賞
優勝～第3位、第5位、以下5飛び賞
Ｂ／Ｂ賞・敢闘賞

15:00～　担当：松村伊津子プロ スタッフの一押しボール
会員価格　27,000円(税込)

第57回全国スターレーン親善大会のご案内

全国スターレーンクラブ・スターレーン経営者協議会

デイリースポーツ

スエヒロボウル(徳島県徳島市末広町4－95)

2015年度全国スターレーンクラブ会員

FAX　088－652-3052

定価　45,000円(税抜)
受付は当日フロントにて行います。 会員価格　31,000円(税込)

9月開講のお知らせ

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

平成27年9月19日（土）

ヘイワイヤー(ROTO GRIP社)

画像

PBAから最も高い支持を受けたコアに

PM８：００スタート

最強摩擦係数を誇るカバーストックを

2,600円（友の会）

使ったまさに世界水準のボールです‼

～折尾スターレーン所属プロによるレッスン会～

定価　41,000円(税抜)

受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。

平成２７年　９月１８日（金）

全国スターレーンクラブ加盟センターから推薦を受けた選手

10月24日 (土)25日 (日)

16,000円

TEL　088－625-2256

優勝～第10位・HG
優勝～第6位・HG
優勝～第6位・HG
男子　優勝～第6位
女子　優勝～第3位

大会ご参加の皆様のご健闘をご祈念致します。

または以下を満たす小中高生

全国スターレーンクラブ加盟センター会員

10月25日(日)　大会2日目

4人チーム　3ゲーム(BOX2チーム) 8:10　～　11:00
8:00　～

オールエベンツ選出　男子上位20名　女子上位12名
オールエベンツ3ゲーム(BOX4名) 11:00　～　12:30

12:45　～

HDCP(平成27年10月24日現在満年齢

大会スケジュール
※競技進行状況により若干変更の場合がございます。

10月24日(土)　大会1日目

シングルス戦　3ゲーム(BOX8名)

ダブルス戦　3ゲーム(BOX4チーム)

ホテルチェックイン
懇親会場　受付
開会式・懇親パーティー

14:00　～　16:30

16:40　～　19:10

19:20　～

13:00　～

毎回受付時に抽選権を配布致します。最終日の

有村茂樹支配人の巻

AM１０：００スタート

２，７００円(友の会)

５開催分１３，５００円が

大会にご参加の選手の方は必ず名前入りユニホームを

ご着用をお願い致します。

20:00　～
20:15　～

表彰式終了後に抽選を行います。見事、

高橋美貴プロの巻

AM１０：００スタート
葛原康介係員の巻

AM１０：００スタート
松村伊津子プロの巻

AM１０：００スタート
久富浩義プロの巻

AM１０：００スタート

12,500円

大会開催のお知らせ
SW(シルバーウィーク)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

今年のシルバーウィークはスペシャルトーナメントを
行います‼今年はプロボウラー3名、アルバイトスタッフ

１名、支配人の計5名、5開催行います‼
勝利ポイント制度も御座います!
また通し券も販売致しますので5開催参加可能な方は

是非ご購入下さい‼

番号が一致した方にボールをプレゼント‼

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

平成27年

平成27年

平成27年

平成27年

平成27年

9月19日 (土)

9月20日 (日)

9月21日 (月・祝)

9月22日 (火・祝)

9月23日 (水・祝)

9月1日より販売致します。
優勝～第５位・第７位・第１０位
以下５飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞
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。5開催終了後に勝利ポイント

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。

優勝～第３位、Ｈ／Ｇ賞
皆様の多数のご参加心よりお待ち致しております。

職場対抗ワイ・わいボウリング大会

大会開催のお知らせ
久富浩義プロ

着任４周年記念チャレンジマッチ
この度折尾スターレーンに着任し、
無事に4年が経過致しました。これも
皆様の多大なるご支援の賜りでございます。

この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
この度着任を記念致しましてチャレンジマッチを

開催して頂ける事となりました。普段は一緒に

ＰＭ　７：３０集合
ＰＭ　８：００スタート
同じ職場に勤務されている方で編成された

３人チーム（男女混合ＯＫ）
１チーム＝６，３００円
★お１人様＝２，０００円（貸靴代別途）

投げる機会がありませんのでこのチャレンジマッチの

時間を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので
是非、ご参加をお願い致します。

平成２７年９月１０日(木)
AM１０：００集合
AM１０：３０ゲームスタート
飯塚第一ボウル
TEL　０９４８－２３－１１８１
FAX　０９４８－２３－１１８１
上記５センターの会員であること
個人戦４ゲーム
大会専用HDCP使用

～50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳

男性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6

女性 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
男性は61歳以降、女性は51歳以降、プラス1ピンとなります。


