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2019年
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【参加資格】 健康ボウリング教室卒業生　もしくは
お昼のリーグご参加の方

【参加費】2,300円（パーティー費込）
【HDCP】リーグ参加者はリーグHDCP

2019年 【定　　価】 52,800円 (税込)

【時　間】 【会員価格】 32,200円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,200円 (税込)

土曜日 【参加費】

日曜日 【表　彰】 【定　　価】 52,800円 (税込)

【会員価格】 32,200円 (税込)

【参加費】

名　前
所　属 【定　　価】 56,100円 (税込)

生年月日 【会員価格】 33,200円 (税込)

出身地
プロ入り

【開催曜日】 座右の銘
【日　程】 目　標
【参加費】

主な戦歴

松村プロ

高橋プロ

松村プロ 今なら
高橋プロ 1セット

皆様のご参加をお待ちしております。

チャレンジマッチ

尾上萌楓プロ

2,700円(友の会)　3,200円(一般)

優勝～第５位・第７位・第１０位

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12月16日(月)

より受付を開始致します。

～　尾上萌楓プロパーソナルデータ　～
尾上 萌楓(オノウエ モエカ)

2000年9月4日
山口県
2019年　52期生　ライセンス№581
諦めない
学業とプロの両立をしっかりする

下関ロイヤルボウル/サンブリッジ

【開催日】 2020年 1月5日 (日)
【時　間】

【第1部】　AM10:00スタート

【第2部】　PM   2:00スタート

【内　容】
個人戦　4ゲーム

尾上プロは１G毎に移動致します。

with　井上康一郎プロ

堀係員　6ピン　玉城係員　1ピン

12月1日(日)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。

元気タマゴんトーナメント

松村プロ・高橋プロも一緒に参加致します‼

ゲーム中のお楽しみ
各ゲームの偶数フレームに条件達成でタマゴをGET!!

一般男性
一般女性＆70歳以上男性

65歳以上の女性

ストライク
9本スペア以上のマーク
1投目に9本以上

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)

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）

2,500円（友の会）

【和田会長】【シニアクラブ】チームも参加致します!!

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　4ピン
手嶋課長　0ピン　池崎チーフ　25ピン　中津係長　11ピン

12月21日

スタッフまでお申し付け下さい!!

2,600円（友の会）

オフィシャルHDCP
5,200円（パーティー費込み）

多数のご参加を心よりお待ちしております。

スタッフと役員とともに・・・
【開催日】

2019年 12月15日 (日)

オールメンバー部門

チャンピオンユニホームを進呈致します。
尚、ゲーム終了後は盛大に表彰パーティーを行います。

抽選賞も多数ご用意しておりますので、年末の
締めくくりとして奮ってご参加ください!!

【開催日】
2019年 12月22日 (日)

今年も3部門に分かれ順位を決定致します。
また各部門の規定ゲーム数達成者の中で、
９ゲームトータルピンスクラッチ第1位の方に、

AM９：３０スタート
2019年度友の会会員の方

個人戦９ゲーム（3ゲーム毎レーン移動)
部門別表彰

オイリーコンディションには相性抜群!!

ムーヴメント・ムゲン・ブラック(COLUMBIA300社)

適応し、オイル上を切り込むようにピン

新開発された表面素材が様々なレーンに

プリズム・ソリッド(Brunswick社)

ヒットします!!

生み出します!!

プロショップ得々情報

今月のグループレッスン会の日程

月曜日　13:30スタート
松村プロ　ボウリング道場の日程

※日程は変更する場合もございます。

7日・14日・21日・28日

金曜日　16:30スタート

1,500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

6日・13日・20日・27日

13日・20日・27日

11日・25日

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）1回1,500円

2日(自習)・9日・16日・23日

VISEグリップ交換キャンペーン

【競技方法】　※対戦は全て高橋プロとなります。

　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

800×600

★2020年度友の会会員新規受付中★

月に1度のご来場でもお得♪

安定した軌道と扱いやすさを演出!!

　【営業時間】
　　月曜日～金曜日　ＡＭ９:３０～ＡＭ０:００
　　祭日前日　　　　各曜日OPEN～ＡＭ１:００

ゲーム料金割引やボウリング用品割引

ヘイロウ・エフェクト(ROTO GRIP社)

122019.
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〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

『終わらないキレ』が圧倒的なピン

アクションを生み出します!!

初代ミッションに使用された表面素材と

適度な走りと継続性のある曲がりが

　　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

ミッション　リロード(EBONITE社)

　　土曜日　　　　　ＡＭ９:００～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

今回は男子プロもお供致します!!

(アマチュア時代)

皆様のご参加をお待ちしております。

【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

※お休みの際のブラインド料は頂きません。

（土）

折尾スターレーン(プロボウラーとして)初来場‼

ＰＭ　8:00スタート

第198回シルビア月例会

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

1,800円(友の会)／週

2019年12月7日 PM8:00スタート
2019年12月8日 PM2:00スタート

今月の開催日

火・木
11:30～17:00(終了)

2019年11月1日～2019年12月31日までの受付

レディース新人戦　アマチュアの部　優勝

個人レッスン受付可能曜日
月・水・金

10:00～18:00(終了)

↑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　1,100円（単品550円）

800円!(単品は通常価格となります)

普段いつも通り使っているマイボール。ボールの
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。

第15回福岡プロアマ　アマチュアの部　優勝

新コアと新カバーが史上最強のキレを

今年の顔となる待望の新シリーズ!!

【開催日】 12月18日 （水）
【午前の部】AM10:00
【午後の部】PM　1:30

【開催日】
（木）

AM11:00

その他の方はオフィシャルアベレージより算出

12月19日

年末恒例

今年も来ました‼恒例のフルマラソントーナメント‼

2019年の投げ納めに完走目指してご参加下さい‼
1人で完走が難しい方のために、今年は駅伝方式を
取り入れましたのでチームで完走を目指しましょう‼

【開催日】 12月30日 （月）

AM11:00

【開催日】

フルマラソントーナメント

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞

ございますので、該当する部門にご記入ください。

オリスタボウリングフェスティバル
年末恒例イベント!!

12月17日 （火）

12月1日より受付を開始致します。尚、受付用紙に
一般・シニア(60歳以上男性)・レディースと表記が

多数のご参加を心よりお待ちしております。

2019年度

イヤリーフェスティバル

今年度のプロテストを見事合格し

晴れてプロボウラーになった

【尾上萌楓プロ】と一緒に

楽しい時間を過ごしましょう♪

実は現役の女子大生なんです♪

元博多スターレーン所属、
現下関ロイヤルボウル所属の
先輩プロ【井上康一郎プロ】も
ご一緒致します!!
優しく見える垂れ眉の井上プロ、
本当に優しいのです♪
尾上プロの兄貴分(!?)として
オリスタ初チャレンジマッチです♪

【時　間】

【内　容】

【HDCP】

【料　金】

【食事代】

【表　彰】

【特別賞】

各シリーズTOP賞
各シリーズチームTOP賞

10,100円(一般)
1,500円/人
優勝～第3位・第5位
第7位・第10位・BB賞

各シリーズHG

12,300円(一般)
上記に含む
優勝～第5位・第7位
第10位・5飛賞・BB賞

PM7:00スタート
◆マラソン部門◆

個人戦18ゲーム
年齢性別HDCP
9,200円(友の会)

◆駅伝部門◆
チーム戦18ゲーム
オフィシャルHDCP
8,000円/チーム(友の会)

を行い、チームで18ゲーム投球して頂きます。

までの登録とさせて頂きます。
尚、駅伝部門の登録は各レーンに1チーム

新しい試みと致しまして【駅伝部門】を
設けました。1チーム3名以内でチーム編成

各ゲームは1名で投球して頂きます。
ゲーム毎でのメンバー変更となります。
同一者の連続投球も可能です。


