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【開催日】 2021年
【時　間】

【内　容】

【料　金】

【表　彰】

2021年 2021年 【定　　価】 58,300円 (税込)

【時　間】 【時　間】 【超得価格】 【会員価格】 34,200円 (税込)

【参加費】

【参加費】

2021年 【定　　価】 54,450円 (税込)

【時　間】 【会員価格】 32,200円 (税込)

　

【開催曜日】 2021年 【定　　価】 53,900円 (税込)

【日　程】 【時　間】 【会員価格】 31,900円 (税込)

【参加費】

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】 2021年 【定　　価】 45,100円 (税込)

【時　間】 【会員価格】 29,200円 (税込)

2021年
【時　間】

松村プロ

2021年
【時　間】

高橋プロ

【時間変更】

2021年
松村プロ 【時　間】

高橋プロ

年末恒例

フルマラソントーナメント
今年も来ました‼恒例のフルマラソントーナメント‼

2021年の投げ納めに完走目指してご参加下さい‼
1人で完走が難しい方のために、今年も駅伝方式を
取り入れましたのでチームで完走を目指しましょう‼

【開催日】 12月30日 (木)

ブラックウィドー・ゴーストパール(HAMMER社)

　　土曜日　　　　　ＡＭ９:００～ＡＭ０:００

★2022年度友の会新規会員受付中★

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

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

カンタムEVO・パール(Brunswick社)

当日参加可能です!!

2日・9日・16日・23日
1,500円(友の会）2,100円(一般)

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

【開催日】 12月29日 (水)
PM　2:00　＆　PM8:00

※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
4日・18日・25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

3日・10日・17日・24日

17日・24日

1日・8日・15日・22日

コンディションで活躍するでしょう!!

プロショップ得々情報

フェイズ４(STORM社)

最強の転がりとキレをご堪能下さい!!

今作の白いウィドーの登場です!!今作の

元祖シャトルコアを搭載する事で前作より

ミッドエリアの安定感が増し幅広い

扱い易さに定評がある表面素材で登場!!

コンセプトはずばり【Most Aggressive】!!

走りを強化しているので女性には特にお勧め!!

キネティック・イーエックス(TRACK社)

大会後半で威力を税都代に発揮する!!

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。

6日・13日・20日・27日

800×600

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

ピンアクションと強めの表面素材が鋭い

曲がりを魅せる‼

新作の【ダイナミコア2】が今までにない

　　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）12月18日

決勝トーナメントは13時30分頃より予定しております。

皆様のご参加をお待ちしております。

以下5飛び賞・ＢＢ賞・敢闘賞（HGはありません）

優勝～第5位・第7位・第10位

12月特別大会のご案内

スポコントーナメント (非公認)

全日本都道府県選手権編

【開催日】 12月4日 （土）

イヤリーチャンピオン決定戦

※今年度表彰パーティーは行いません。

決勝トーナメントは１Gマッチで行います(オフィシャル

HDCP使用)。

122021.

VOL.594

【開催日】 12月19日 (日)
AM10:00スタート
4,200円(友の会)
予選：個人戦6ゲーム
3ゲーム終了後レーン移動
６ゲーム終了後決勝トーナメント戦を行う

※各部門上位2名は決勝トーナメントの
　１回戦シード選手となります。

PM　8:00スタート

スタッフのリベンジマッチ

多数のご参加を心よりお待ちしております。

Xmasケーキなど争奪大会

12月24日 (金)
ＰＭ8:30スタート
個人戦4ゲーム
2,700円(友の会)

優勝者は次年度イヤリー大会招待・NEWボール・チャンピ

オンユニホームを進呈いたします‼

皆様のご参加をお待ちしております。

ゲーム終了後は表彰式・抽選会を行います。
今年度もボール・ユニホーム・ギフト商品など多数準備し

必ず全員に当たるようになっています‼

何が当たるかは当日のお楽しみ！？

2,700円（友の会）
ＰＭ　8:00スタート

スタッフまでお申し付け下さいませ!!

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

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

第215回シルビア月例会

【開催日】

W女子プロボウラーと一緒に投げよう♪
今年の投げ納めに松村プロ・高橋プロと楽しい時間を過ごしましょう♪

【開催日】 12月12日 (日)
PM　6:30スタート

オリスタカップで4名中最下位のスタッフによるリベンジマッチ

ローゲームチャンピオン戦 (非公認)

一番低いスコアを出せるのは誰か!?思ってる以上に難しいですよ♪

【開催日】 12月19日 (日)

決勝トーナメント

と、昨年ご好評を頂きましたセールです!!

上記大会の詳しい内容は場内掲示・SNSにて
ご確認をお願い致します。

2021年投げ納めトーナメント
今年最後の投げ納めをどうぞ♪

【開催日】 12月31日 (金)
PM　1:00スタート

2人で完投!!12ゲームトーナメント
2人チームで合計12ゲームの完投を目指そう!!

【開催日】 12月30日 (木)
AM　10:00スタート

決勝トーナメントの様子をYou Tubeライブ予定!!

PM　3:00集合

年末大奉仕祭りトーナメント
年末かかせない食品から謝恩を込めてポイント券もつけちゃいます!!

【開催日】 12月28日 (火)
PM　8:00スタート

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

毎年恒例のクリスマスケーキ争奪大会を開催致します。

頂く方式となります。

今年はちょうどクリスマスイブの開催です‼
例年通り多種多様のケーキを準備しておりますので
是非ご参加のほどお願い致します。
尚、賞品は上位の方よりお好きな種類を選んで

可能です。

尚、駅伝部門の登録は各レーンに1チームまでの

エントリーとさせて頂きます。

今年も【駅伝部門】を設けます‼1人で完走は難し
くてもみんなで投げれば辛くない‼1チーム3名以内で
チーム編成を行い、18ゲームを投球して頂きます。

各ゲームは1名で投球して頂きます。ゲーム毎の

メンバー変更は可能ですが同一投球者の連続投球も

1回戦 1回戦
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【時　間】

【内　容】

【HDCP】

【料　金】

【食事代】

【表　彰】

【特別賞】

PM7:00スタート
◆マラソン部門◆

個人戦18ゲーム
年齢性別HDCP
9,200円(友の会)

◆駅伝部門◆
チーム戦18ゲーム
オフィシャルHDCP
8,000円/チーム(友の会)

10,100円(一般)
1,500円/人
優勝～第3位・第5位
第7位・第10位・BB賞

各シリーズHG

12,300円(一般)
上記に含む
優勝～第5位・第7位
第10位・5飛賞・BB賞

各シリーズTOP賞
各シリーズチームTOP賞


