
【時　間】

【時　間】

個人戦　6ゲーム

個人戦　4ゲーム
【参加費】

【表　彰】 【参加費】

センター分 【表　彰】

優　勝

準優勝

第3位

第4位

第5位

第6位

第7位

第8位

第9位 【時　間】

各10飛賞 【参加費】

100飛賞 【表　彰】

加盟センター

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】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,700円 (税込)

　

【土曜日】

【日曜日】 【定　　価】 54,450円 (税込)

【会員価格】 33,200円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 54,450円 (税込)

2020年 【会員価格】 33,200円 (税込)

【時　間】

【内　容】

【開催曜日】 【料　金】

【日　程】 【表　彰】

【参加費】

松村プロ

【開催日】 2020年
高橋プロ 【時　間】

【内　容】

【時間変更】

【料　金】

【表　彰】

松村プロ 今なら
高橋プロ 1セット

までの受付

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

多数のご参加をお待ちしております。

↑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)

2020年10月1日～2020年11月30日
専用スタンプカードは特典盛り沢山‼

BWハイパフォーマンスボール

チャレンジカップ順位賞

フラワーボウル・飯塚第一ボウル・スポガ香椎

日田アストロ・OBSボウル・折尾スターレーン

菊陽ボウル・スポルト熊本・長崎ラッキーボウル

新トーナメント開催のお知らせ

オリスタカップ
１２人チーム戦

【開催日】 2020年 10月11日 (日)
ＰＭ2:00スタート

2,500円(友の会)　3,000円(一般)

全チーム表彰（個人賞・HG無し）

今回参加予定スタッフ
①寺田支配人　②松村伊津子プロ
③中津宏章課長　④玉城研二係員

センター金券7000円分

センター金券5000円分

センター金券3000円分

センター金券3000円分

センター金券3000円分

センター金券3000円分

センター金券3000円分

センター金券3000円分

センター金券3000円分

PM　２:００スタート

【内　容】
※３ゲーム終了後レーン移動致します
3,500円(ブランズウィック会加盟センター会員)

優勝～第５位・第７位・第10位

以下5飛賞・BB賞・HG賞

BWハイパフォーマンスボール

大会開催のお知らせ

九州ブランズウィック会

チャレンジカップ

【開催日】
2020年 10月3日 (土)
PM　７:００スタート

【開催日】
2020年 10月4日 (日)

【第1部】　AM10:00スタート

【第2部】　PM　2:00スタート

【内　容】
両プロは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

全国スターレーンクラブ会員以外の方は10月3日(土)

より受付を開始致します。

井上康一郎プロ

【開催日】 2020年 10月18日 （日）

尾上萌楓プロ　＆

チャレンジマッチ

火・木
11:30～17:00(終了)

第204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

【時　間】

各ゲームの偶数フレームに条件達成でタマゴをGET!!

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

2,700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

開催日

2020年10月24日

（土）
ＰＭ　8:00スタート

10月17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

1,900円(友の会)／週

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

2020年10月25日 PM2:00スタート

ゲーム中のお楽しみ

PM8:00スタート
◆今月の開催日

ナイトスタッフチャレンジ
VS　木原優介係員編

個人レッスン受付可能曜日

PM 8:00スタート
個人戦　４ゲーム
スタッフのレーンは当日決定致します。
2,700円(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位

102020.
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カバーストックが最後まで転がり続けるピン

アクションとキレがウリです!!

BWと合併する事で新開発されたコアと

シリーズで好評の走りを失わず更に、ピン

　　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

前のキレが向上しました。転がりもよく

　【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

コード・ダイナミック(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

エアロ(EBONITE社)

800×600

月に1度のご来場でもお得♪

★2021年度友の会会員新規のみ受付中★
(更新は2020年11月より開始致します)

安定した動きが扱いやすさを感じます。

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。

３日・１７日・２４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　10:30スタート

金曜日　15:00スタート

2日・9日・16日・23日・30日

2日・9日・16日・23日・30日

7日・14日・21日・28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

5日・12日・19日・26日

VISEグリップ交換キャンペーン

10月10日 （土）

驚異的なピンアクションを魅せます!!

ジャッカル・フラッシュ(ＭＯＴIV社)

ありますが今までにない一番強い非対称の

走るジャッカルの登場です!!パール素材で

グル・エターナル・パール(radical社)

ボールです!!

高貴な輝きを放つこのボールは手前は走り、

ピン前では驚異のキレを魅せます!!

スタッフまでお申し付け下さい!!

【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。

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。

以下5飛び賞・BB賞・HG賞
多数のご参加をおまちしております。

今月は・・・

◆大会開催のお知らせ◆

パーフェクト達成記念お祝い大会

【開催日】 10月25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

この度GWに予定しておりました大人気Pリーガーの
【尾上萌楓プロ】と今年プロボウラー活動が10周年

『もえかちゃんねる』で検索してみてください♪

また井上プロは今年でプロボウラーとして10周年を

迎え、前センターのボウラーからの信頼も厚く現在は
『下関ロイヤルボウル』でプロ活動に毎日奮闘中です‼

今回も2人でチャレンジを行います。両プロボウラーと

楽しい時間を過ごしましょう♪

を迎える元・スターレーン所属の【井上康一郎プロ】

のチャレンジマッチを開催致します。

尾上プロは先日行われた『スカイAカッププロボウリ

ング レディース新人戦』に置いて見事！第2位となる

好成績を残し、現在ではYoutuberとして『もえかちゃ

んねる』も大人気♪新しいボールの軌道動画や私生活

も、載せちゃってます。気になる方はYoutubeで

⑥チャレンジカップの順位賞は後日登録した
　センターへ郵送致します

③複数センターでの参加は不可
④大会当日の順位賞はあります
⑤登録したスコアを９センター分をまとめ合算し
　順位を集計致します

今大会はブランズウィック会加盟の9センターで

行われます。

①それぞれが加盟センターの大会に参加

②1ヶ所での複数回参加は可能(登録は１回まで)

代替えの大会として【チャレンジカップ】を開催

この度5月に予定しておりました【九州ブランズ

ウィックオープン】の開催中止が正式に決定と
なりました。そこで九州ブランズウィック会より

致します。

第20回高橋美貴プロチャレンジリーグ　自身12回目

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。

★山﨑　敦史選手　公認第263号　

★堀　　克哉選手　（スタッフの為公認記録無し)

★岩下　和雄選手　公認第265号　

★山﨑　敦史選手　公認第264号　

★鈴木　良二選手　公認第260号　

★和田　富博選手　公認第261号　

アフタヌーンチャレンジ(中津宏章の巻)　自身12回目

(写真左から)

第114回JBCダブルスリーグ　自身16回目

第114回JBCダブルスリーグ　自身10回目

この度、７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　

★中田　俊澄選手　公認第266号　

★松田　賢典選手　公認第267号

第18回高橋美貴プロチャレンジリーグ　自身9回目

第19回高橋美貴プロチャレンジリーグ　自身10回目

光商事杯⑦-⑩カップ　自身3回目

お盆SP　KOチャレンジ(寺田支配人の巻・お肉編)　自身初‼

第115回JBCダブルスリーグ　自身2回目


