
【主　催】

【後　援】

2020年
【会　場】

【懇親会場】

個人戦　4ゲーム
【競　技】 1日目 シングルス戦 6ゲーム

【参加費】 2日目 ダブルス戦

【表　彰】 【HDCP】

【表　彰】

【競技内容】

開催日 2020年 選手受付 12:00
時間 前半3ゲーム

内容 後半3ゲーム

料金
表彰

特別賞① 選手集合 8:30
前半3ゲーム

後半3ゲーム

【宿　泊】

特別賞②

申込期限

2020年 【定　　価】 50,600円 (税込)

【時　間】 【会員価格】 30,000円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 53,900円 (税込)

【会員価格】 32,000円 (税込)

【開催日】 2020年
【時　間】 　
【内　容】

【土曜日】 【料　金】

【日曜日】 【表　彰】 【定　　価】 56,100円 (税込)

【会員価格】 33,200円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 51,700円 (税込)

【会員価格】 30,800円 (税込)

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】

松村プロ

高橋プロ

松村プロ
高橋プロ

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

尚、更新手続きにはスターレーンクラブのポイントも利用可能です。

レンタルロッカー契約の皆様へ
平素より折尾スターレーンをご愛顧頂き誠にありがとうございます。

この度レンタルロッカーの契約更新月となっておりますのでご案内致します。

3月29日 (日)
PM 8:00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

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

【開催日】

色も綺麗女性にはお勧め品!!

ナノデス・アキュライズⅥ(ABS社)

コアを搭載する事で更にバージョンUP!!

前作に比べ曲がりと転がりを重視した設計の

ベイパーゾーン・ハイブリッド(Brunswick社)

鮮やかな色で見た目も綺麗!!

きた最終作を是非ご投球下さい!!

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・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・27日

6日・13日・27日

4日・11日・18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

　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

2日・9日・16日・23日・30日

契約期間内にお早目の更新手続きをお願い致します。

スコアメイクをまとめてくれます!!

　【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

IQツアー・サファイア(STORM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

ラベージ(MOTICH社)

32020.

VOL.573

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

強い曲がりとピンアクションが全ボウラーを

魅了する!!

一世を風靡したラベージの新作が発売です!!

扱い易さで評価の高いコアと表面素材が

　　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

　　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♪

大人気を誇った『ZONE』シリーズが遂に

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3月28日 PM8:00スタート
2020年3月29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

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

3月21日
スタッフまでお申し付け下さい!!

2,600円（友の会）

火・木
11:30～17:00(終了)

個人レッスン受付可能曜日
月・水・金

10:00～18:00(終了)

完結致します。ニーズに答えて進化を続けて

【競技方法】　※対戦は全て高橋プロとなります。

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
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

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（６ゲーム）
優勝～第5位　以下5飛賞　ＨＧ賞
ダブルス戦（6ゲーム）
優勝～第5位　以下5飛賞　ＨＧ賞
1日目(4月11日)
シングルス戦(BOX3-3・6名)

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

進博美プロ
チャレンジマッチ

春のお祭り

光商事杯⑦-⑩カップ
中津宏章チャレンジマッチ

宿泊費　5,000円（朝食付）
宿泊を希望される方は必ず事前にお申込み下さい。

3月22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。

【開催日】 2020年 3月14日 (土)
【時　間】

【第1部】　ＰＭ2:00スタート

【第2部】　ＰＭ8:00スタート

【内　容】
進プロは１G毎に移動致します。

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

皆様のご参加をお待ちしております。

2日目(4月12日)
ダブルス戦(BOX２-４・3チーム)

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20日 (金・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

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。

堀克哉係員
卒業＆就職送別ボウリング大会

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
スタッフの得点を上回った方に勝利者賞!!

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

ご不明な点は寺田へお問い合わせください。

9:00～11:00
11:10～13:10

表彰式・閉会式 13:30～14:00
ホテルアルクイン黒崎
〒806-0021　北九州市八幡西区黒崎3-2-1

TEL　093-632-8100

第201回シルビア月例会
今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

和気藹々と素敵な雰囲気の進プロと一緒に
楽しい時間を過ごしましょう♪
また今回は高橋プロもご一緒に参加させて

頂きます‼(高橋プロは当日レーンを決定致します)

全体から抽選致します‼

中津係長のスコア予想クイズを行います♪
トータルピンをぴしゃり当てた方に
レジェンドスター社【WOLF】をプレゼント‼
15Por14P、13P以下の方は応相談
また該当者がいない場合は・・・

日頃より皆様に可愛がって

頂いております当センター
アルバイトスタッフ【堀克哉】

が、この度大学を無事卒業、
就職となり、折尾スターレーン

も、卒業することになりま
した。若い青年の門出を

折尾スターレーン友の会会員の皆様で

盛大に送り出して頂きたいと思いますので

ご参加の程、宜しくお願い致します。

オトクな金額となっております‼
またボールバッグ・ユニホーム類も

おこなっております‼

【ABS社】となります‼

しかも今までに無いくらいの

セールの対象となります(*'▽')
この機会にぜひお買い求めください♪

2月12日より今年初のメーカーバーゲンを

第1弾は伊福プロも用品契約を結んでいる

今回のボールは伊福プロが厳選し、

～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


