
主催

後援

日程

2019年

会場

懇親会場

参加資格

開催日 2019年

参加費

料金 懇親会費込

内容 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 2019年
時間
内容
料金

2019年 【定　　価】 53,460円 (税込)

【時　間】 【会員価格】 32,000円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 56,160円 (税込)

【会員価格】 33,000円 (税込)

開催日 2019年
時間 【定　　価】 42,120円 (税込)

料金 【会員価格】 26,000円 (税込)

内容
表彰

【定　　価】 51,840円 (税込)

【会員価格】 31,000円 (税込)

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】

松村プロ

開催日 2019年
時間
内容

高橋プロ 料金
表彰

今なら
1セット

↑新品グリップ
↑危険信号

隙間がある・変形している
通常　１セット　1,000円

800円!(単品は通常価格となります)

2019年9月1日～2019年9月30日迄

長さ

前回　44フィート

オイル量

前回　30.10ml

担当者のオススメ
ボール系統

前回よりも
ややスキッドの強い

(走る)ボール
(ミディアム　～
ミディアムヘビー)

VISEグリップ交換キャンペーン
10月よりいよいよ消費税が10％になってしまいます。

それにともないボウリング用品（小物関係）が
消費税分金額の見直しを行います。

正に低価格・高品質と言える程の

パール素材の表面にすることで力強い

転がりに安定感のあるコアに

大会開催のお知らせ

ダブルスBINGO‼トーナメント
敬老の日記念

9月16日 （月・祝）

チーム単位

ハイパーロック(STORM社)

薙ぎ倒していく！

リサージェンス2019(COLUMBIA社)

AM　10:00スタート
お一人様　2,700円（友の会）

ダブルス戦8ゲーム（個人4ゲーム）

優勝～第6位・HG
男子　優勝～第6位
女子　優勝～第3位

大会スケジュール

友の会　2,700円／一　般　3,200円
個人戦4ゲーム
※プロは１Ｇ毎にレーン移動

※一般の受付は9月2日(月)からとなります。
皆様のご参加をお待ちしております‼

優勝～第10位・HG

大会開催のお知らせ
WORLD PARA BOWLING TOUR　2019　シングルス　金メダル獲得

時間
【第1部】　PM　2:00スタート
【第2部】　PM　8:00スタート

優勝～第6位・HG

大会開催のお知らせ

櫻井眞利子プロチャレンジマッチ

10月12 日 (土)13 日 (日)
足利スターレーン（BW40レーン　合成レーン）

〒326-0822　栃木県足利市田中町906-11

16,000円

全国スターレーンクラブ加盟センター会員
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

TEL　0284-71-3333

2019年度全国スターレーンクラブ会員

または以下を満たす小中高生

TEL　0284-71-1311　FAX　0824-71-1339

ニューミヤコホテル足利本館

〒326-0821　栃木県足利市南町4254-2

第61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

9月21日 (土)

スキッド力とキレを魅せます‼

プロショップ得々情報

今月のレッスン会の日程

月曜日　13:30スタート
松村プロ　ボウリング道場の日程

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

GOLD　RUSHトーナメント

※日程は変更する場合もございます。
7日・28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

その前に!!腐らないもの、テープ類などは蓄えて
おくのも一つの手です!!特にグリップなどは交換
するなら今でしょ!?ってことで1ヶ月間ですが
グリップキャンペーンを行います。

優勝～第5位・第7位・第10位

金曜日　15:00スタート

5日・12日・19日・26日

5日・12日・19日・26日

4日・11日・18日・25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

800×600

★2019年度友の会会員新規受付中★

月に1度のご来場でもお得♪

大きなキレを魅せピンを

ヒーロー(Brunswick社)

扱い易さが特徴です‼

小林　和明さん　祝勝会

4人チーム　3ゲーム(BOX2チーム)

2日・9日・30日

以下5飛び賞・BB賞・HG賞

敬老の日を記念して60歳以上の方は300円引き‼

92019.

VOL.567

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

ハイブリッド仕上げにすることで

走りとキレを強化しています‼

数値上では最高に転がるコアを

ロック―リーズの最新作は

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

ＮＥＷプロショップ便り

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80台完備

喫茶【ＪACK ＆ ＪＩＬＬ】・卓球・ビリヤード

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

ステイトメント　ハイブリッド(HAMMER社)

　　土曜日　　　　　ＡＭ９:００～ＡＭ１:００

　【営業時間】
　　月曜日～金曜日　ＡＭ９:３０～ＡＭ０:００

オールエベンツ選出　男子上位24名　女子上位12名
オールエベンツ3ゲーム(BOX3名)

皆様のご参加をお待ちしております‼

9月23日 （月・祝）

ＡＭ10:00スタート
個人戦　４ゲーム
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

13:45　～
HDCP(大会当日満年齢)

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。
ご参加希望の方は寺田までお問い合わせください。

2,600円（友の会）

第195回シルビア月例会

9月28日

9月からのレーンコンディション

41フィート

31.15ml

PM 8:00スタート
9月15日

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

（土）
PM８:００スタート

仕上がりとなっています‼

スタッフまでお申し付け下さい!!

【開催日】

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

個人戦　４ゲーム
2,700円(友の会)

皆様のご参加をお待ちしております‼

　　祭日前日　　　　各曜日OPEN～ＡＭ１:００

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

（日）

いきいき茨城ゆめ国体出場

阪本　和江さん　壮行会

※競技進行状況により若干変更の場合がございます。

10月12日(土)　大会1日目

ゲーム料金割引やボウリング用品割引
18:20　～

開会式・懇親パーティー 19:15　～　21:15

12:00　～　13:30

10月13日(日)　大会2日目
4人チーム　受付 8:30　～

選手受付 12:00　～

ホテルチェックイン

シングルス戦　3ゲーム(BOX8名) 13:00　～　15:30
ダブルス戦　3ゲーム(BOX4チーム) 15:40　～　18:10

懇親会場　受付 19:00　～

9:00　～　11:30

7月に行われました【MICRON SINGAPORE
WORLD PARA BOWING TOUR　2019】

『坂本和江さん』が福岡県代表として参加します。
小林さんの素晴らしい功績を大勢でお祝いし、
阪本さんのご活躍を期待し、皆さんでエールを
送って頂きたいと思います‼

におきまして、日本代表として参加されました
『小林和明さん』がB2クラスシングルスにて、
見事金メダルを獲得！更にB2＆B２ダブルスにて

また10月1日より茨城県にて開催される
【第74回国民体育大会】に当センター会員の

銅メダルを獲得されました‼

ライセンス№493(45期生)
出身：埼玉県
所属：SITE4D

オリスタに2回目の来場となります
『櫻井眞利子プロ』のチャレンジ
マッチを開催致します。
前回同様かわいい笑顔たっぷりの
” サクマリ”と楽しい時間を過ごし
ましょう♪

500円分のポイント券をプレゼント致します‼

順位賞は全てポイント券‼
参加人数次第では最大10,000円分のポイント券を
獲得できる大チャンス‼今回は更にセルフハイフレーム
方式を採用し、『S・H・F』のパーフェクト達成者

※セルフハイフレームは繰り越していきますので
パーフェクトゲーム達成の大チャンスです‼

初の試みとして皆さんも大好きなBINGOを

しながら大会を開催致します!!

各チーム毎に専用のBINGO用紙を配布

致します。ゲーム中にマスに記載されて

いる条件を達成したらその都度塗り潰し

て下さい。ゲーム終了後に達成した

BINGOラインの数によってBINGO賞を

各チームにプレゼント致します。

たまには違う楽しみ方もいかがですか？


