
主催

後援

日程

平成30年

会場

懇親会場

参加資格

個人戦　4ゲーム

参加費
表彰 参加費

懇親会費込

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

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

表彰式

開催日 平成30年

時間
内容
表彰

開催日
平成30年 定価 45,360円 (税込)

時間 会員価格 27,000円 (税込)
参加費 平成30年

【時間】
【内容】

定価 49,680円 (税込)
会員価格 31,000円 (税込)

【参加費】

【表彰】 定価 52,920円 (税込)
会員価格 32,000円 (税込)

HDCP

定価 57,240円 (税込)
会員価格 34,000円 (税込)

開催曜日
日程
参加費

開催日 平成30年 (月・祝)
時間
料金
特典

松村プロ

内容
表彰

高橋プロ (チーム単位)

特別表彰
今なら で、交換
1セット 可能!!

平成30年8月18日に行われた【第182回シルビア月例会】に

おきまして『梶原春樹選手』が自身初となる公認
第238号のパーフェクトゲームを見事達成致しました!!

転がりと曲がりの最強コンビ

生かしながらもキャッチ力を強め

ピンをなぎ倒します‼

メーカー史上最強の素材を使用し

9月16日 （土）

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

トータル・ギア(900GLOBAL社)

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

折尾スターレーンの元気のシニアはまだまだ活躍

【開催日】 9月30日 (日)
AM10:00スタート
１チーム最大25人制（内、１名はプロボウラーが入ります)

フレンドリーマッチ
最大24名＋1名、25人チーム戦!!

ご好評を頂いております、オリスタの所属女子プロ
ボウラー対抗戦を開催いたします。

前作と同様のコアを使い評価の高い

ピンアクションがより向上‼

素材を混合することでコントロール性と

キレを強化したシリーズ作です‼

プロショップ得々情報

平成30年9月1日～平成30年10月31日迄

VISEグリップ交換キャンペーン

通常　１セット　1,000円

日程を変更する場合も御座います。
15日・22日・29日

金曜日　16:30スタート

3日・10日
1,350円(友の会・登録制)

水曜日　16:00スタート

土曜日　16:00スタート

金曜日　15:00スタート

7日・14日・21日・28日

7日・14日・21日・28日

5日・12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。

です。初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

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

月曜日　13:30スタート
松村プロボウリング道場の日程

ネーションが復活致しました‼

必需品となるでしょう‼

バランスの取れた仕上がりがボウラーの

カンタム・バイアス(Brunswick社)

マスター・ソニック(STORM社)

④各週のHDCP込HG・HSトップ賞で1ポイント

①各ゲーム高橋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

※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)

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

　　　　　個人戦3ゲーム　アメリカン方式
競技方法　※対戦は全て高橋プロとなります。
※お休みの際のブラインド料は頂きません。

女性・60歳以上の男性　100％で算出

2,700円（友の会）
チーム単位　全員表彰

個人MVP(レギュラー戦にて勝利チームのHDCP込みスコア１位の方)

多数のご参加をお待ちしております。

BOX内の女性の人数×５ピン追加致します

個人戦３ゲーム（オフィシャルＨＤＣP使用）参加費　　1,800円(友の会)／週

PM８：００スタート

　※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

男性　210ベースの８０％

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

2,600円（友の会）

9
VOL.554

2018.

マトリックス ソリッド(EBONITE社)

月に１度以上ご利用の場合は超お得‼

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！

2018年度友の会会員新規受付中!!

２フロア４８レーン・駐車場80台完備
喫茶【ＪACK ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

第183回シルビア月例会

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

マトリックス特有の走る機能を最大に

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!!

800×600

ＮＥＷプロショップ便り

土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００

【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

男子　優勝～第6位
女子　優勝～第3位

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。

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

第60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

スターレーン経営者協議会

11月17 日 (土)18 日 (日)
サラダボウル(沖縄県・50Ｌ)

〒900-0037　那覇市辻3-4-1
TEL　098-869-0204／FAX　098-869-0229

2018年度全国スターレーンクラブ会員

パシフィックホテル沖縄

〒900-0036　那覇市西3-6-1
TEL　098-868-5162／FAX　098-868-8876

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

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

15,500円
優勝～第10位・HG

優勝～第6位・HG
優勝～第6位・HG

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

8:30　～

開会式・懇親パーティー 19:00　～　21:30

15:30　～　18:20

11月17日(土)　大会1日目
選手受付 12:00　～
シングルス戦　3ゲーム(BOX8名) 12:30　～　15:20

内容
秋吉プロは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

折尾スターレーン開場45周年記念第5弾‼

秋吉夕紀プロ
チャレンジマッチ

今年も秋吉プロの季節になりました♪

1シフトの予定が秋吉プロからの

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。
ご参加希望の方は梅林までお問い合わせください。

ダブルス戦　3ゲーム(BOX4チーム)

※開場 19:00　開宴 19:30

13:30　～　14:00

HDCP(大会当日満年齢)

4人チーム　3ゲーム(BOX2チーム) 9:00　～　11:50
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(BOX2名) 12:20　～　13:10

11月18日(日)　大会2日目
4人チーム　受付

強い希望により２シフト開催
致します‼是非ご参加ください‼

開催日 平成30年 9月24日 (月・祝)

時間
【第1部】　AM10:00スタート
【第2部】　PM2:00スタート【追加‼】

以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞・その他

全国スターレーンクラブ会員以外の方は9月10日(月)

より受付を開始致します。
大会開催のお知らせ

パーフェクトお祝い大会開催のお知らせ

大会開催のお知らせ
女子プロボウラーチーム対抗戦

優勝～第5位・第7位・第10位

皆様のご参加をお待ちしております。
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

これを記念致しましてお祝い大会を開催させて頂きます。

致します!!大勢の方々に祝って頂きたいと思いますので

どうぞよろしくお願い致します!!

9月16日 (日)
ＰＭ8:00スタート
個人戦4ゲーム 料金　2,700円(友の会)

梶原春樹さん

プロボウラーと楽しい時間を過ごしましょう‼

チーム戦8ゲーム(個人4ゲーム)

ベーカー戦４ゲーム （BOX・Sアメリカン)

トータルピンにて順位を決定
チーム戦のHDCPはBOX内のHDCPを足して

４で割ります(端数切り捨て)

パーフェクトゲームを達成すると500円分ポイント券を

プレゼント!!(チーム1回までと致します)
また通常の順位賞とは別に特別表彰としてハイフレームの

トータルピンでの順位賞もございます‼

敬老の日記念
ハイフレームチャレンジ

ダブルストーナメント
今回のダブルス戦もハイフレーム方式を採用し行います‼

各フレームで2人の良い方のスコアを集め各ゲームで

敬老の日を記念しシニアは料金割引致します!!

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

9月17日
AM10:00スタート
2,700円(友の会)※チームで5,400円

60歳以上の方：2,500円/人
ご夫婦で参加＆お二人とも60歳以上の場合

皆様のご参加をお待ちしております‼

普段いつも通り使っているマイボール、ボールの
劣化に伴う手入れは以前お話し致しましたが
マイボールには薬指と中指を入れる穴にグリップが
入っています。これは【指の保護】【回転をかけやす
くする為】の理由があります。但し、ゴム製品
の為、劣化するので交換が必要となります。
今、お使いのマイボールを確認してみましょう。

↑新品グリップ
↑危険信号

隙間がある・変形している

800円!
ハイフレームトータルピンでの順位賞
1位・2位・3位・5位・BB賞のみ
ハイフレームの表彰にHDCPは含まれません。

チームで4,800円（2,400円/人）


