
個人戦　4ゲーム
【時　間】

【参加費】 【参加費】

【表　彰】

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

2021年 【定　　価】 57,200円 (税込)

【時　間】 【超得価格】 【会員価格】 30,800円 (税込)

【参加費】

【参加費】

【定　　価】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,200円 (税込)

個人戦　4ゲーム

　
【参加費】

【表　彰】

【開催曜日】 【定　　価】 54,450円 (税込)

【日　程】 【会員価格】 32,200円 (税込)

【参加費】

プロ入り
【開催曜日】 ライセンス№ 534
【日　程】 所属
【参加費】 身長 164㎝ 血液型 A型 【定　　価】 39,600円 (税込)

出身 【会員価格】 25,200円 (税込)

松村プロ
【時　間】

【参加費】

【表　彰】

高橋プロ

【時間変更】

松村プロ
高橋プロ 1回約30分

大会開催のお知らせ

全国スターレーンクラブ会員以外の方は6月1日

【時　間】

大会開催のお知らせ
オリスタカーニバル

ダブルスチャンピオン決定戦

【開催日】
2021年 6月13日 （日）
AM10:00スタート

3,300円(友の会)※軽食付き

順位は予選通過順位となります。
また参加者

全員が貰える 抽選賞があります‼

※登録が予選の打順となります。

【第2部】　PM　2:00スタート

【内　容】
坂本プロは１G毎に移動致します。

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

キャンセルになってしまい

より、受付を開始致します。詳細は場内掲示をご覧ください。
皆様のご参加をお待ちしております。

※受付はチーム単位でお願い致します。

大会開催のお知らせ

大仲純怜プロ

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‼ 是非ご参加ください♪

【開催日】 2021年 6月27日 （日）
【第1部】　AM10:00スタート

第211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

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

全て第2位という好成績を残し今年も活躍が大きく

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

ダークコード(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

ＬＴ-48・プロ(Brunswick社)多数ございます！どなたでも気軽にご参加できますので

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ませ!!

チャレンジマッチ

【開催日】 （土）
ＰＭ　8:00スタート
2,700円（友の会）

6月26日

1日・8日・15日・22日・29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

【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

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

月曜日　13:30スタート

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。

【内　容】
大仲プロは１G毎に移動致します。

必需品となるでしょう!!

プロショップ得々情報

スーパー　オブセッション(HAMMER社)

パワーロスをしないピンアクションがウリ!!

パール素材で仕上げる事で直進性を保った

即日完売となったシリーズの第2弾!!

スピードの無い方・高回転の方には

適度な転がりと軽快な走り、更に強い

使用中のボール汗をかいてませんか!?

※500円割引券は重複して使用出来ます

3,000円(友の会)　3,500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

～大仲純怜プロパーソナルデータ～
2015年　48期生

フリー

愛知県名古屋市

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

まま、ピン前では強烈なキレを魅せます!!

キレを生み出すコアと表面素材が全ての

マジョリティ・ブラック(PRO-am社)

ピンを薙ぎ倒す!!

62021.

VOL.588

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

更にアップグレードして登場!!オイル内での

キャッチ力も向上!!

コントロール性・万能背に優れたコアを

　　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

※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
5日・19日・26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

4日・11日・18日・25日

18日・25日

2日・9日・16日・23日・30日

当日参加可能です!!

3日・10日・17日・24日
1,500円(友の会）2,100円(一般)

3,000円(友の会)　3,500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

～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

皆様のご参加をお待ちしております。

オリスタ初来場となる
『大仲純怜プロ』のチャレンジ

マッチを開催致します。
若さ溢れる投球と持ち前の
明るい性格で笑顔が素敵な
大仲プロと楽しい時間を過ごしましょう♪

【開催日】 2021年 7月11日 （日）

【時　間】
【第1部】　AM10:00スタート

【第2部】　PM　2:00スタート

1,900円 （友の会・税込）

※半額券と割引券は併用は致しかねます。

全国スターレーンクラブ会員以外の方は6月27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。
大会開催のお知らせ

オリスタカップ
１２人チーム戦

【開催日】 2021年 6月20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賞無し）

今回参加予定スタッフ
①寺田正知支配人　　②松村伊津子プロ

　　　③手嶋正吾課長　　　④木原優介係員

チーム戦の醍醐味‼ベーカー戦もあります‼

オリスタスタッフと楽しい時間を過ごしましょう♪

1チーム12人制（1チーム２BOX使用、内スタッフ1名）

※チーム単位で間隔を空け開催致します。

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

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

リフレッシュしたら気持ちよく良くピンを倒してくれ

ちゃいますよ♪

ませんか？またいつも以上にボールがテカテカに

見えることがありませんか？それはボールからの

オイル抜き信号の発信です。
ボールの内部にオイルが溜まるとピンアクションやボール

リアクションに多大な影響を及ぼします。目安として

使用中のボールの指穴の左側（左利きなら右側）に

手を広げて10秒程度置いてみましょう。手を離した

際に手形が付くようであれば既に危険信号!!

オイル抜きに出してあげて下さい。ボールも

投げてるボールの表面を触った時ヌルッとしたことあり

初の試みとなる【ダブルスチャンピオン決定戦】を

トータルピンで予選順位を決定致します。
上位6チームは1回戦シードとなります。
残りのチームで順位毎に振り分けを行い3ブロック
分かれ1回戦を行い、6チーム中上位1チームが
準決勝進出となります。準決勝はシード2チーム＋

ユニホーム（センター名・ネーム込み）をプレ
ゼント致します‼
※上記は24チーム参加の場合となります。

勝ち抜け1チームの3チームが１BOXで対戦し
その中で上位1チームが決勝戦へ進出となります。
見事優勝のチームにはTスポーツ社のお好きな

開催致します。
予選はレギュラー戦で3ゲーム、チーム6ゲームの

決勝

準決勝

1回戦
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