
【主　催】

【対　象】

2020年
【会　場】

【懇親会場】

【競　技】

【参加費】

【表　彰】

2020年
【宿　泊】

【内　容】

【料　金】

【表　彰】

申込期限

【主　催】

【主　管】

2020年
【会　場】

【懇親会場】

【競　技】

【参加費】 2020年
【表　彰】 【時　間】

【内　容】

【料　金】

【表　彰】

2020年 2020年 【定　　価】 46,200円 (税込)

【時　間】 【時　間】 【会員価格】 28,200円 (税込)

【参加費】 【内　容】

【料　金】

【表　彰】

【定　　価】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,700円 (税込)

　

【土曜日】

【日曜日】 【定　　価】 51,700円 (税込)

【会員価格】 32,200円 (税込)

【参加費】

【時　間】 【定　　価】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,700円 (税込)

【内　容】

【料　金】

【開催曜日】 【表　彰】

【日　程】

【参加費】 【特別①】

(友の会のみ)

松村プロ 【特別②】

高橋プロ
【特別③】

松村プロ 今なら
高橋プロ 1セット

までの受付

【時　間】

↑新品グリップ
↑危険信号

隙間がある・変形している

800円!(単品は通常価格となります)

2020年4月1日～2020年5月31日

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

通常　１セット　1,100円（単品550円）

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)

普段いつも通り使っているマイボール、ボールの
劣化に伴うお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。

仕様でシリーズ最新作の登場です‼ファン

【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。

（土）
ＰＭ　8:00スタート

1,900円(友の会)／週

2020年4月11日 PM8:00スタート
2020年4月12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

4月18日

2,600円（友の会）

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

元気タマゴんトーナメント

42020.

VOL.574

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

表面素材が手前の走りとピン前のキレを

強烈に発揮致します‼

攻撃的なコアと、それを更に加速させる

シリーズ作の中でも走り系に仕上がって

　　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♪

いますが、ピンアクションは健在‼バランスの

　【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

デュアル・ロック(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

フュジティヴ(HAMMRE社)

待望の『圧巻の完成度』となっております‼

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。

11日・18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

3日・10日・17日・24日

3日・10日・17日・24日

1日・8日・15日・22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

6日・13日・20日・27日

VISEグリップ交換キャンペーン

ポイントが１ポイント付与されます。

良い数値で仕上がっています‼

ジ・エンペラーゴールド(PRO-am社)

手前の走りは軽快に、キレは上々の仕上がり

新シリーズは輝く金色で登場致します‼

ダーク・ニルバーナ・ダーインスレイヴ(Brunswick社)

です‼数値以上の曲がりを演出致します‼

コアの持つポテンシャルを最大限に活かした

楽しみたいと思っております。

今後とも末永いおつきあいの程

よろしくお願い致します。

つきましては11周年記念チャレンジマッチを開催

致しますので是非ご参加ください。

【開催日】 4月5日 (日)

大会開催のお知らせ
高橋美貴プロ

着任11周年記念チャレンジマッチ
2009年4月に折尾スターレーンに

着任し早くも11年が経ちました。

ここまで頑張ってこれたのも

皆様の温かいご支援のおかげと

深く感謝しております。

今後も一層皆様のお手伝いをし、

アートクレフクラブ
ＴＥＬ　093-691-0101
男女別個人戦(9ゲームトータルにて順位を決定

ホテルアルクイン黒崎

多数のご参加をおまちしております。

【開催日】 4月19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
以下5飛び賞・BB賞・HG賞

【第2部】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
以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞他

多数のご参加をおまちしております。

【第1部】PM2:00スタート

◆大会開催のお知らせ◆

パーフェクト達成記念お祝い大会

皆様と一緒にボウリングを

第15回九州ブランズウィックオープン

九州ブランズウィック会
加盟センターの会員及びそれに準ずるもの

【開催日】 5月23日(土)24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

シングル　6,400円　ツイン　10,700円(朝食付)

4月24日(金)※キャンセルは7日前まで

第34回全九州グランドシルバーズ親善大会

九州ボウリング場協議会
佐賀県ボウリング場協会

【開催日】 5月12日(火)13日(水)
ボウルアーガス(佐賀県・AMF36レーン)

TEL　0952-34-4003

5月5日(火) 　秋山希望プロ

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

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!!

【HDCP】

6,500円(大会参加費)7,000円(懇親会費)

優勝～第6位・10位・以下10飛び賞
BB賞・HG賞・HS賞(男女別)

宿泊を希望される方は必ず事前にお申込み下さい。

詳しくは要項をご覧ください。
ご不明な点は寺田へお問い合わせください。

5月3日(日) 尾上萌楓プロ

ホテルマリターレ創世
TEL　0952-33-5511
個人戦8ゲーム
大会当日現在で男子65歳以上、女子60歳以上を

12,700円(懇親会費込み)8,000円(懇親会のみ)

【HDCP】

優勝～第6位・10位・以下10飛び賞
HG賞・HF賞

シングル　5,000円　ツイン　9,000円(朝食付)

コンフォートホテル黒崎

5月4日(月) 大坪菜摘美プロ

基準に1歳増す毎に＋１ピン(女性は＋10)

詳しくは要項をご覧ください。
ご不明な点は寺田へお問い合わせください。

同ピンの場合は①HDCPの少ないほう
②ゲームローハイ③シリーズローハイ

G　W　特　集　‼
今年のGWも攻めていきます‼

【開催日】

偶数順位優先トーナメント

多数のご参加をおまちしております。

【開催日】 4月29日 （水・祝）

AM10:00スタート
個人戦　4ゲーム
2,700円(友の会)
優勝～第6位・第8位・第10位
以下偶数順位賞・BB賞・HG賞

5月6日
(水) 高橋美貴プロ＆松村伊津子プロ

【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM2:00スタート
個人戦4ゲーム※プロは１G毎にレーン移動

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・勝利者賞
通し券の販売に関して

皆様の多数のご参加をおまちしております。

8回分参加で通常21,600円を

19,200円
受付の際に抽選券をお渡し致します。
各回の表彰式終了後に抽選会を行います。

抽選番号が一致した方にその場で
スターレーンポイント券3,000円分を
プレゼント致します‼
各回に参加して頂きますと1ポイントを
付与致します。またプロに勝利すると

6日2部の大会終了後に最多ポイント
獲得者の中のHDCP込み最高得点者に
お好きなNEWボールをプレゼント‼

～中学生 ～59歳 ～69歳 ～70歳 80歳以上

10 0 5 10 15

これを記念致しましてお祝い大会を開催させて頂きます。

この度5名の選手が見事パーフェクトゲームを達成致しました。

★中村朋英選手　公認第262号　アフタヌーンチャレンジ(中津宏章の巻)　自身12回目

★山﨑敦史選手　公認第263号　第18回高橋美貴プロチャレンジリーグ　自身9回目

★鈴木良二選手　公認第260号　JBCダブルスリーグ　自身16回目

★和田富博選手　公認第261号　JBCダブルスリーグ　自身10回目

★堀克哉選手　　 光商事杯⑦-⑩カップ(中津係長チャレンジマッチ)　自身３回目

この度、GW前に大放出の大会を開催致します‼

通常の大会では５飛び賞となりますが、今回は

1/2以上の確率で順位賞をGET出来る大チャンス‼

しかも賞品は支配人が選び抜いた福岡県の銘菓ばかり‼


