
【主　催】

【後　援】

2020年
【会　場】

【懇親会場】

【競　技】 1日目 シングルス戦 6ゲーム
2日目 ダブルス戦

【HDCP】

【表　彰】

【競技内容】

選手受付 12:00
前半3ゲーム

後半3ゲーム

選手集合 8:30
前半3ゲーム

後半3ゲーム

【宿　泊】

申込期限

2020年 【定　　価】 54,450円 (税込)

【時　間】 【会員価格】 32,200円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 47,300円 (税込)

【会員価格】 28,200円 (税込)

【開催日】 2020年
【時　間】

【土曜日】 【内　容】

【日曜日】 【料　金】 【定　　価】 54,450円 (税込)

【表　彰】 【会員価格】 32,700円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 52,800円 (税込)

【会員価格】 32,200円 (税込)

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】

松村プロ

高橋プロ
【開催日】 2020年 通常
【時　間】

【内　容】 特別価格
【料　金】 友の会のみ

松村プロ 【表　彰】

高橋プロ 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。

皆様のご参加をお待ちしております。

2,700円(友の会)

2月9日 (日)
PM8:00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

バレンタイン企画♪

宿泊費　5,000円（朝食付）

選手はネーム入りユニホームの着用をお願い致します。

12:30　～　14:30
14:40　～　16:40

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12日)

9:00～11:00
11:10～13:10

3月22日までにチーム単位でお申し込み下さい。

ご不明な点は寺田へお問い合わせください。

ホテルアルクイン黒崎

TEL　093-632-8100

第200回シルビア月例会

宿泊を希望される方は必ず事前にお申込み下さい。

高橋プロと一緒に投げよう♪今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

アートクレフクラブ
〒807-0822　北九州市八幡西区瀬板2-4-7

ＴＥＬ　093-691-0101

第23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11日(土)12日(日)
折尾スターレーン
〒807-0825　北九州市八幡西区折尾5-1-5

ＴＥＬ　093-601-3900
ＦＡＸ　093-601-3666

6ゲーム(チーム12ゲーム)

優勝～第5位　以下5飛賞　ＨＧ賞

優勝～第5位　以下5飛賞　ＨＧ賞
1日目(4月11日)

スターレーン制定年齢性別HDCP

表彰式・閉会式 13:30～14:00

〒806-0021　北九州市八幡西区黒崎3-2-1

シングルス戦（６ゲーム）

ダブルス戦（6ゲーム）

ダブルス戦(BOX２-４・3チーム)

シングルス戦(BOX3-3・6名)

最大の魅力!!色も綺麗で女性にオススメ!!

アルファ・ジャッカル(MOTIV社)

評価の高いコアを使う事でヘビーオイルも

過去最大級のオイルを切り裂く表面素材に

真打!!KATANA・不知火(radical社)

怖くは無い!!

フックモーションがピンを薙ぎ倒す!!

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。

1日・15日・22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

7日・14日・21日・28日

7日・14日・21日・28日

5日・12日・19日・26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

オイル抜き＋

パーフェクト達成記念お祝い大会

パフォーマンスと強いピンアクションが

　【営業時間】
　　月曜日～金曜日　ＡＭ９:３０～ＰＭ１１:００
　　祭日前日　　　　各曜日OPEN～ＡＭ０:００

ゲーム料金割引やボウリング用品割引

アイドル・ピンクパール(ROTO GRIP社)

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

22020.

VOL.572

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

形状で、扱い易さも兼ねています。

ピン前のキレはシリーズでも極上品!!

コアは転がりとリアクションの出やすい

色んなコンディションに適応するボール

　　日曜日＆祭日　　ＡＭ９:００～ＰＭ１１:００
ＴＥＬ　０９３－６０１－３９００

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

アグレッシブ・リップド(HAMMER社)

　　土曜日　　　　　ＡＭ９:００～ＡＭ０:００

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♪

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）
ＰＭ　8:00スタート

1,900円(友の会)／週

2020年2月8日 PM8:00スタート
2020年2月9日 PM2:00スタート

◆今月の開催日

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

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

2月29日
スタッフまでお申し付け下さい!!

2,600円（友の会）

元気タマゴんトーナメント

【開催日】

　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

３日・10日・17日

オイル抜き＋一手間加えてみよう!!

ということで、今回はいつものオイル抜きに表面加工作業を

シリーズ作では最高のキレと曲がりを出す

2月11日 (火・祝)
AM10:00スタート
個人戦4ゲーム

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

受付期間　2020年1月1日～2020年2月29日まで
火・木

11:30～17:00(終了)

個人レッスン受付可能曜日
月・水・金

とにより、回復させることが出来ます。

10:00～18:00(終了)

レーン上にはオイルが塗られています。オイルがボールに付着し

吸収されるとボールリアクション、ピンアクションに悪影響を

及ぼします。ですので、ボールのパフォーマンスを維持するために

はオイル抜きが必要となります。さらに、実はボールの表面には

非常に細かい凹凸があり、レーンとの摩擦を調整しています。

この凹凸も使用することによりだんだん平らになり、パフォー

マンスに影響を与えます。この状態はボールの表面を削るこ

表面素材を使い、切り裂くかの如く攻撃的な

1,900円＋550円＝2,450円
【オイル抜き】＋【表面加工・1工程】

2,000円!! 表面加工(1工程)
加工はサンディング・ポリッシュどちらでも可

２工程以上の場合は追加料金となります(500円/回)

【競技方法】　※対戦は全て高橋プロとなります。

加えてボールをリフレッシュさせてあげましょう♪

★功労賞

手柴　浩之・鈴木　良二・米田　久美・中田　俊澄

☆特別賞(Ｈ／Ｆ　1000ＵＰ)
山﨑　敦史・是此田　新吾・松田　賢典・山本　清
佐村　克巳・藤嶋　信介・中村　朋英・松原　群

第2位 是此田新吾 979 G

第3位 飯田　茂樹 811 G

第4位 山﨑　敦史 734 G

第5位 石橋　和敏 709 G

第6位 上野由香里 700 G

第7位 丸山　綾子 689 G

第8位 和田　富博 661 G

第9位 今井　幸男 658 G
第10位 宗　　実正 656 G
第11位 山本　雅之 638 G
第12位 奥田　茂美 635 G
第13位 大谷　幸一 622 G
第14位 西山　健治 617 G
第15位 藤嶋　信介 616 G

第16位 近藤章比児 613 G
第17位 中村　朋英 595 G
第18位 中園　憲三 581 G
第19位 川島　春介 572 G
第20位 真嶋　雅弘 533 G
第21位 梶原　春樹 530 G
第22位 田坂　友成 521 G
第23位 高宮　千秋 506 G
第24位 大庭万里子 501 G
第25位 青木　宗孝 492 G
第26位 田坂　啓子 489 G
第27位 田中　博志 470 G
第28位 前川信次郎 463 G
第29位 馬場　恒克 453 G
第30位 増田真由美 451 G

込めたプレゼントを参加者全員にお渡し致します。

いつも元気に皆様を陰で支える高橋プロと一緒に

楽しい時間を過ごしましょう♪

初の試みと致しまして

バレンタインの企画を

今回は日頃より皆様に

【高橋美貴プロ】が皆様と

バレンタインも近いので日頃の感謝の気持ちを

開催致します‼

可愛がって頂いております

ご一緒に投球致します。

8週目】におきまして生涯初のパーフェクトゲームを
見事達成致しました‼
二人の素晴らしい結果を大勢の方で祝って頂きたいと

思いますので是非ご参加ください♪

12月30日に行われた【フルマラソントーナメント】の

最終18ゲームにおきまして『野口啓二選手』が自身

8回目となる公認第259号のパーフェクトゲームを

見事達成、またオリスタスタッフの『玉城研二係員』が

12月20日に行われた【第113回JBCダブルスリーグ第

～中学生 ～59歳 ～64歳 ～69歳 ～74歳 ～79歳
男性 10 0 5 10 15 20

女性 25 15 20 25 30 35

222
205
219
183

300

279

793
734
718
700

1074
1005
1023

865
1012G

金メダル 小林和明

☆Ｈ／Ｆ賞

【一般部門】

松田賢典
☆特別功労賞
WORLD PARA BOWLING TOUR 2019
B2クラスシングルス

　　鈴木良二・藤嶋信介・真嶋雅弘
300

　　梶原春樹・木村修
【シニア女子部門】
　　堀尾眞由美

【一般部門】 野口啓二
【女性部門】 上野由香里

☆Ｈ／Ｓ賞

【女性部門】 阪本和江

2019年度友の会会員年間表彰
☆アベレージ表彰 ※以下敬称略

最優秀選手

【一般部門】 山﨑敦史

300
　　中村朋英・野口啓二

　　米田久美
【シニア男子部門】

【シニア男子部門】 鈴木良二
【シニア女子部門】 大庭万里子

　　松田賢典・是此田新吾・山崎敦史

【女性部門】

☆Ｈ／Ｇ賞

【シニア男子部門】 鈴木良二
【シニア女子部門】 大庭万里子

【一般部門】 是此田新吾
【女性部門】 米田久美
【シニア男子部門】 藤嶋信介
【シニア女子部門】 大庭万里子
☆最多ゲーム賞


