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【参加費】 ＨＤＣＰ

2019年
開催日

2019年 ＡＭ スタート 定価 53,460円 (税込)
時間 会員価格 32,000円 (税込)
参加費 2019年

【第1部】

ＡＭ スタート
【第2部】

ＰＭ スタート 定価 51,840円 (税込)
会員価格 31,000円 (税込)

2019年

ＡＭ スタート

参加資格 体験ボウリング講座卒業生　もしくは
お昼のリーグご参加の方 定価 56,160円 (税込)

参加費 ２，2００円（パーティー費込） 会員価格 33,000円 (税込)
HDCP 内容 個人戦　３G

HDCP リーグ参加者はリーグHDCP

表彰
定価 53,460円 (税込)
会員価格 32,000円 (税込)

開催曜日
日程
参加費

松村プロ

開催日 2019年
時間

高橋プロ 料金
内容
表彰 今なら

1セット以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
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

夏直前ＳＰ‼キリンビール杯
お酒大好き‼全員集合‼順位賞は淡麗生‼

70歳以上の男性は9本スペア以上のマークで
一番搾りミニ缶を1本プレゼント‼

更に③・⑦フレームに男性はストライク・女性及び

【第2部】　PM　2:00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

2,700円（友の会）
個人戦4ゲーム
優勝～第5位・第7位・第10位

6月29日 (土)
PM 8:00スタート

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

※一般の受付は6月1日からとなります。
皆様のご参加をお待ちしております‼

手嶋課長　0ピン　池崎チーフ　25ピン　中津係長　10ピン

堀係員　0ピン　玉城係員　0ピン
6月3日(月)より受付を開始致します。

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

川﨑由意プロチャレンジマッチ
オリスタに2度目の来場となります

【川﨑由意プロ】のチャレンジ

マッチを開催致します‼
前回同様『カワユイ』プロと
楽しい時間を過ごしましょう‼
JPBA48期生　№533(2015年)

出身：千葉県
所属：アイキョーボウル
ランキング：41位(115P)

6月23日 (日)
時間

【第1部】　AM　10:00スタート

2,500円（友の会）
【和田会長】【手柴相談役】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）

松村プロ・高橋プロ　０ピン　寺田支配人　0ピン

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!!

【開催日】
2019年 6月30日 (日)
ＰＭ　７：００スタート
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）

ベーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

トータル２８ゲームにて順位を決定
優勝～第３位・第５位・第7位・ＢＢ賞・賞漏賞

チームＨＧ賞（ベーカー方式のみ）

スタッフがお伺い致しますので、参加希望の方は
ご連絡下さい。皆様のご参加をお待ちしております。

6月27日 (木)

開催日

時間

開催日

開催日

時間

11:00

11:00

10:00
13:30

時間

その他の方はオフィシャルアベレージより算出

優勝～第５位・第７位・第１０位
以下5飛賞・BB賞・男女HG賞・勝利者賞

当日はプロボウラーも参加致します。皆様で
楽しいひとときを過ごしましょう！
パーティーでは多数の抽選賞をご用意致して
おります。各リーグ毎にプロボウラー、または

ユニフォームの着用をお願い致します。
ご参加ご希望の方は梅林までお声かけ下さい。

ボウリングの日記念イベント‼

オリスタボウリングフェスティバル
開催のお知らせ

6月25日 (火)

6月26日 (水)

宮崎市橘通東5-4-14
競技費　7,500円
懇親会費　7,000円

ダブルス戦　優勝～第6位　Ｈ／Ｇ(ＨＤ込)
シングルス戦　優勝～第10位　Ｈ／Ｇ(ＨＤ込)

オールエベンツ　優勝～第6位(12Ｇトータル)

2019年7月28日現在の満年齢

参加選手の方はセンター名・ネーム入りの

オールエベンツ(2Ｇ)　12:00　～　12:45

表彰式・閉会式　 　13:00　～
上記スケジュールは参加人数により変更の場合がございます。

ニューウェルシティ宮崎
宮崎市宮崎駅東1-2-8
TEL　0985-23-3311
宮崎第一ホテル
宿泊費　18,430円(素泊まり)/日

2019年全国スターレーンクラブ会員
7月28日(土)　選手集合　12:00～
ダブルス戦前半(3Ｇ)　13:00　～　15:00

ダブルス戦後半(３Ｇ)　15:10　～　17:10

開会式　懇親パーティー
　　　　　　　　　　19:00　～　21:00

7月29日(日)　選手集合　8:30～
シングルス戦(４Ｇ)　　9:00　～　11:30

西日本親善大会
全国スターレーンクラブ
スターレーン経営者協議会

7月27日(土)28日(日)

宮崎エースレーン(宮崎県)

〒880-0812
宮崎市高千穂通1-3-22
TEL　0985-25-6262
FAX　0985-25-5305

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

800×600

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

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

6
VOL.564

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。

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

2,600円（友の会）

（土）6月15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!!

PM８：００スタート

第192回シルビア月例会

参加費　　1,800円(友の会)／週
開発されたボールです‼強い

良いコアを搭載しポケットへの高い

入射角度が出る曲がりを演出‼

キャッチの強い表面素材に転がりの

日本のボウラータイプに合わせて

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!!

ムーヴメント・ムゲン(COLUMBIA300)

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‼

2019.

3日・10日・17日・24日

※各クール初参加の場合はオフィシャル

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

キレが最大の売りです‼

パーフェクトチョイス(EBONITE社)

破壊力は抜群‼

プロショップ得々情報

2019年5月1日～2019年6月30日迄の受付

VISEグリップ交換キャンペーン

通常　１セット　1,000円

ヴァーチャル X(STORM社)

ションを演出します‼
大きな曲がりと極上のピンアク
強い転がりを出すコアと表面素材が

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。

普段いつも通り使っているマイボール、ボールの

安定感・コントロール性に優れ
日本限定モデルとして登場です‼

　　　　　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

月曜日　13:30スタート
松村プロボウリング道場の日程

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
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

男性　210ベースの８０％

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

　アベレージより算出致します(MAX100)

日程を変更する場合も御座います。
1日・15日・22日・29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

7日・14日・21日・28日

7日・14日・21日・28日

5日・12日・19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

800円!(単品は通常価格となります)

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

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

ＮＥＷプロショップ便り

グル・フォース(radical社)

劣化に伴う手入れは以前お話し致しましたが

高校生～ 60歳～ 65歳～ 70歳～ 以降
1年～3年 4年～6年 59歳 64歳 69歳 74歳 5歳毎

男性 30 20 10 0 5 10 15
女性 45 35 25 15 20 25 30

小学生
中学生

＋５


