
2021年

開催日 2021年 (日) 2021年

選手集合 9:00 開会式 9:30

昼食
2021年

2021年

HDCP レギュラー競技

スカッチ競技

参加費 【内　容】

【料　金】

【表　彰】

2021年

【時　間】

【参加費】

【表　彰】 【内　容】

【料　金】

【表　彰】

2021年 【定　　価】 57,200円 (税込)

【時　間】 【超得価格】 【会員価格】 32,200円 (税込)

【参加費】

【参加費】

【定　　価】 54,450円 (税込)

【会員価格】 32,200円 (税込)

　

【開催曜日】 【定　　価】 57,200円 (税込)

【日　程】 【会員価格】 33,700円 (税込)

【参加費】 個人戦　4ゲーム

【開催曜日】 【参加費】

【日　程】 【表　彰】

【参加費】 【定　　価】 39,600円 (税込)

【会員価格】 25,200円 (税込)

プロ入り
ライセンス№ 544
所属
身長 158㎝ 血液型 A型
出身 神奈川県
優勝回数 4回

松村プロ

高橋プロ

【時間変更】

松村プロ 今なら
高橋プロ 1セット

までの受付

全チーム表彰（個人賞・HG賞無し）

今回参加予定スタッフ
①高橋美貴プロ　　②手嶋正吾課長
③中津宏章課長　　④岡本龍二係員

オリスタスタッフと楽しい時間を過ごしましょう♪

チーム戦の醍醐味‼ベーカー戦もあります‼

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】 2021年 5月30日 (日)
ＰＭ2:00スタート

2,500円(友の会)　3,000円(一般)

キャンセルになってしまい
ましたが、しかし坂本プロの
ご厚意もあり今回の開催が実現

致しました‼
昨年の実績はポイント・賞金・アベレージの3部門で

全国スターレーンクラブ会員以外の方は6月1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。

全て第2位という好成績を残し今年も活躍が大きく
期待されています。
パワフルでダイナミックなフォームから繰り
出される、女子には珍しい高速回転のボールを
間近で体験できる大チャンス‼

【開催日】 2021年 6月27日 （日）

【時　間】
【第1部】　AM10:00スタート

【第2部】　PM　2:00スタート

優勝～第５位・第７位・第10位

多数のご参加をおまちしております。

5月プロチャレンジ情報!!

【時　間】
【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM　2:00スタート

個人戦　4ゲーム
プロボウラーは１G毎にレーン移動
3,000円(友の会)※先月号より訂正致します。

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

4月11日より一般受付も行っております。

プロボウラーは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飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞他

各開催で抽選賞も有ります!!

【開催日】 5月16日 (日)

キム・スルギプロ

【開催日】 5月5日 （水・祝）

本間成美プロ
【時　間】

【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM　2:00スタート

各開催共通内容

個人戦　4ゲーム

阪本彩プロ
【時　間】

【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM　2:00スタート

【開催日】 5月4日 （火・祝）

倉田萌プロ
【時　間】

【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM　2:00スタート

【開催日】 5月2日 (日)

高橋美貴プロ
【時　間】

【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM　2:00スタート

【開催日】 5月3日 （月・祝）

800円!(単品は通常価格となります)

2021年4月1日～2021年5月31日

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。

通常　１セット　1,100円（単品550円）
隙間がある・変形している

VISEグリップ交換キャンペーン
普段いつも通り使っているマイボール、ボールの

↑新品グリップ
↑危険信号

以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞・その他

～坂本かやプロパーソナルデータ～
2016年　49期生

永山コパボウル

2020年主な戦歴

800×600

★2021年度友の会会員更新受付中★

月に1度のご来場でもお得♪

　【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

10日・17日・24日・31日
1,500円(友の会）2,100円(一般)

伊福正直プロ　ボウリング道場の日程
木曜日　13:30スタート

ブラックウィドー・リアルモンスター(HAMMRE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

ネクサス・AMD(Brunswick社)

1,900円(友の会)／週
※お休みの際のブラインド料は頂きません。

【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

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

松村伊津子プロ　ボウリング道場の日程

大会開催のお知らせ

坂本かやプロ
チャレンジマッチ
前回は大雪の為泣く泣く大会が

比べ表面素材をパールに変更する事でピン前の

パワフルなカバーとコアがヘビーオイルも強い

ハニーバジャー・インテンシティ(900GLOBAL社)

摩擦を起こしピンを薙ぎ倒すでしょう‼

今作はソリッドで仕上げる事でオイルの中での

転がりを重視しています。コアの設計上ピン前の

シリーズ最新作はハイブリッドで登場‼

第210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

多数ございます！どなたでも気軽にご参加できますので

キレが売りのボールです‼

プロショップ得々情報

メガ・ロック(STORM社)

キレが向上!2.0と使い分けしやすくなりました♪

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

【開催日】 （土）
ＰＭ　8:00スタート

月曜日　13:30スタート

【内　容】
坂本プロは１G毎に移動致します。

3,000円(友の会)　3,500円(一般)

是非ご参加下さい♪

発売と同時に予約で完売した前作【2.0】に

受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）1回1,500円

今月のグループレッスン会の日程

52021.

VOL.587

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

ハイブリッド仕上げで走りもよし！キャッチも

よし！ダイナミコア搭載でピンアクションも最高‼

約2年半の歳月を経てネクサスが登場致します‼

　　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

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）

※日程は変更する場合もございます。
火・木

11:30～17:00(終了)月・水・金
10:00～18:00(終了)

個人レッスン受付可能曜日
15日・22日・29日

金曜日　16:30スタート

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

7日・14日・21日・28日

21日・28日

12日・19日・26日

5月22日
スタッフまでお申し付け下さいませ!!

当日参加可能です!!

6日・13日・20日・27日
1,500円(友の会）2,100円(一般)

北九州市ボウリング協会

2021年度北九州市

レディースミックス

ダブルスボウリング大会

5月23日
～スケジュール～

レギュラー競技 10:00　～　12:00
前半戦終了後約20分程度

スカッチ競技 12:30　～　13:30

チーム編成 男女ペア　or　女性ペア

参加資格
北九州市内に在住・在勤又は市内に
活動基盤のある方。

競技方法
個人戦4ゲーム（チーム８ゲーム）と
スカッチダブルス4ゲームの

ご参加ご希望の方は専用の記入用紙にご記入ください。

合計12ゲームトータルピンにて順位を決定。

市民大会専用年齢性別HDCP
チームＨＤの半分を
1ゲーム分とする(端数切捨て)

一般　3,500円（軽食付）
Jr　　2,500円（軽食付）

申し込み締め切り 5月 11日（火）

スカイＡカップ　第41回関西オープン［女子］ボウリングトーナメント　第2位

2020/2/1

JPBA　WOMEN'S　ALL　STAR　GAME　2020　優勝
2020/10/9

第36回　六甲クイーンズオープントーナメント　優勝

2020/10/11

ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＵＰ　優勝

2020/12/10

しっかり2時間!!

通常練習⇒スペア練習⇒実戦練習⇒今日の復習


