
主催
後援

2019年
会場

懇親会場

開催日 2019年
競技 1日目 シングルス戦 6ゲーム

2日目 ダブルス戦

料金
内容 HDCP

表彰

表彰

ダブルス戦

競技内容
選手受付 12:00
前半3ゲーム

後半3ゲーム

2019年
【時間】
【内容】 選手集合 8:30

前半3ゲーム

後半3ゲーム

宿泊

【参加費】

【表彰】 申込期限

開催日
2019年 定価 53,460円 (税込)

時間 開催日 2019年 会員価格 32,000円 (税込)
参加費 時間

内容
料金
表彰

定価 52,920円 (税込)
会員価格 31,000円 (税込)

特別賞①

特別賞② 定価 49,680円 (税込)
会員価格 30,000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

松村プロ 開催日 2019年
時間 その名も

料金 です!!
内容

高橋プロ
表彰

更に!!

所属：アイキョーボウル(千葉県)

スーパーソニック(STORM社)

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

なるでしょう!!

2,600円（友の会）

強化し、転がりの数値は抜群!!
安定感のある曲がりが最大の魅力!!

（土）3月16日

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!!

パールを混入する事で走りとキレを

参加費　　1,800円(友の会)／週

対象コアの持つ走りと扱いやすい

曲がりがボウラーの必需品と

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。

中津宏章チャレンジマッチ
今年の春分の日はオリスタのレジェンドスター大好き★

中津係長のチャレンジマッチを開催致します。
同時に⑦-⑩カップも行いますので奮ってご参加ください!!

3月21日

3
VOL.560

2019.

ステイトメントパール(HAMMER社)

月に1度のご来場でもお得‼

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！

2019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

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

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

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

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!!

強さがピンヒット時までエネルギーロスを

表面素材の持つ圧倒的なキャッチ力の

キングピンルール(Brunswick社)

すること無く破壊力抜群!!

プロショップ得々情報

2019年3月1日～2019年4月30日の受付まで

【WAVE MAGIC】キャンペーン!!

オイル抜き割引券をお持ちの場合は金額分割引(最大1500円引き)

好評に尽き復活致します!!

お使いのマイボールの状態はいかがでしょう？

通常のオイル抜きに加え活性剤を混入させることで

いつもより曲がりもピンアクションも復活!!

WAVE MAGIC
オイル抜き　⇒　1,500円（30分）
活性剤混入　⇒　3,240円（オイル抜き＋活性剤混入）

今なら活性剤混入を 500円引き!!

②HDCP込トータルピンで勝利すると1ポイント

　※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

ギア・エスエス(900GLOBAL社)

だけですがシリーズ好きにはたまらない!!

前作と同様のスペックで配色の違い

最強のギアシリーズ第4弾の登場です!!

男性　210ベースの８０％

月曜日　13:30スタート
松村プロボウリング道場の日程

　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!!

４日・11日・18日・25日

※各クール初参加の場合はオフィシャル

　　　　　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

日程を変更する場合も御座います。
2日・16日

金曜日　16:30スタート

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

です。初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

金曜日　15:00スタート

1日・8日・15日・22日・29日

1日・8日・15日・22日・29日

6日・13日・20日・27日

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）、1回１，３００円

今月のレッスン会の日程

女性・60歳以上の男性　100％で算出

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

第22回九州スターレーン親善大会
九州スターレーン会
全国スターレーン経営者協議会

開催日 4月13日(土)14日(日)
長崎ラッキーボウル
〒852-8134　長崎市大橋町25-6
ＴＥＬ　095-846-2171
ＦＡＸ　095-848-9478

ホテルチェックイン 17:30　～　18:30
開会式・懇親会 19:00　～　21:00

2日目(4月14日・ダブルス戦)

9:00～11:00

ベイサイドレストラン　アンド　バー　R-10

〒850-0862　長崎市出島町1-1出島ワーク１F

ＴＥＬ　095-824-6615

6ゲーム(チーム12ゲーム)

スターレーン制定年齢性別HDCP

シングルス戦
優勝～第5位　以下5飛賞　ＨＧ賞

優勝～第5位　以下5飛賞　ＨＧ賞

長崎バスターミナルホテル
〒850-0842　長崎県長崎市新地町1-14

TEL　095-821-4111
宿泊費　7,580円　駐車場　1,000円／台

大会開催のお知らせ

本間成美プロチャレンジマッチ

マッチを開催致します!!
『アプローチのアイドル』と
言われる程の美貌を兼ね揃えた

本間プロと楽しい時間を
過ごしましょう!!
47期生　ライセンス№517

※一般の受付は3月4日(月)からとなります。

この度オリスタ初来場!!となる
【本間成美プロ】のチャレンジ

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

女子プロボウラーチーム対抗戦

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
1日目(4月13日・シングルス戦)

12:30　～　14:30
14:40　～　16:40

出身：秋田県

3月23日 (土)
時間

【第1部】　ＰＭ　2:00スタート
【第2部】　ＰＭ　8:00スタート
2,700円（友の会）
個人戦4ゲーム
※プロは１Ｇ毎にレーン移動
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

ボウラー対抗戦を開催いたします。
プロボウラーと楽しい時間を過ごしましょう‼

【開催日】 3月17日 (日)
AM10:00スタート
１チーム25人制（内、１名はプロボウラーが入ります)

個人戦３ゲーム（オフィシャルＨＤＣP使用）

ベーカー戦４ゲーム （BOX・Sアメリカン)

(木・祝)
ＡＭ10:00スタート
個人戦　４ゲーム

トータル99ゲームにて順位を決定
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)

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。

ベーカー戦の際にBOX内の女性1名に付きHDCP＋5ピン

春のお祭り

3月17日までにチーム単位でお申し込み下さい。

選手はネーム入りユニホームの着用をお願い致します。
先着順となりますのでご希望の方はお早めにお申し込み下さい。

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

第189回シルビア月例会

PM８：００スタート

光商事杯⑦-⑩カップ

11:10～13:10
表彰式・閉会式 13:30～14:00

スタッフの得点を上回った方に勝利者賞!!

大会開催のお知らせ

大嶋有香プロチャレンジマッチ
約2年振りに【大嶋有香プロ】の

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

中津係長のスコアをピッタリ当てた方には
5000円分のポイント券をプレゼント!!複数名の

場合は当たった方の中から抽選!!該当者無し

の場合は全体より抽選致します!!
今大会は⑦-⑩ルールを採用致します。
ゲーム中に右利きの人は⑩ピン、左利きの人は

⑦ピンが1投目に1本だけ残ったら…残念賞

を獲得になります。後方に陳列している
お好きな賞品をお選びください。

多数のご参加をお待ちしております。

昨年はプリンスカップで優勝
と、素晴らしい功績を残して
おります!!2年前に比べ飛躍的に

成長した大嶋プロと楽しい

チャレンジマッチを開催致します!!

写真

【第2部】　PM8:00
2,700円（友の会）　3,200円(一般)
個人戦4ゲーム

(土)

※プロは１Ｇ毎にレーン移動
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‼

4月6日
【第1部】　PM2:00

※一般の受付は3月23日(土)からとなります。
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

時間を過ごしましょう!!


