
開催日 2022年

【料　金】

【内　容】

【表　彰】

名前
愛称
生年月日 4月15日

身長 158㎝
ライセンス

2022年 【定　　価】 57,200円 (税込)

【時　間】 【超得価格】 【会員価格】 33,800円 (税込)

【参加費】

【参加費】

【定　　価】 54,450円 (税込)

【会員価格】 33,200円 (税込)

【開催日】 2022年
【時　間】 　
【内　容】

【料　金】

【開催曜日】 【表　彰】 【定　　価】 47,300円 (税込)

【日　程】 【会員価格】 29,400円 (税込)

【参加費】

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】 【定　　価】 56,100円 (税込)

【会員価格】 34,700円 (税込)

【開催日】 2022年
【時　間】

【内　容】

松村プロ
【料　金】

【表　彰】

高橋プロ

【時間変更】

【時　間】

【内　容】

松村プロ 【料　金】 今なら
高橋プロ 【表　彰】 1セット

までの受付

個人戦4ゲーム
※プロは１Ｇ毎にレーン移動
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

2月13日 (日)
【時　間】

【第1部】　AM　10：00スタート
【第2部】　PM　　2：00スタート
3,000円（友の会）

大会開催のお知らせ

岩見彩乃プロチャレンジマッチ

2022年1月1日～2022年2月28日

2,600円（友の会）
ＰＭ　7:30スタート（非公認ゲーム）

おります!!腕試しにご参加ください。

くする為】の理由があります。但し、ゴム製品

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

※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・18日・25日

18日・25日

2日・9日・16日

AM10:00スタート

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。

7日・14日・21日・28日

22021.

VOL.596

（土）

800×600

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

搭載し、ベストパフォーマンスを出せる

表面素材とのマッチングが仕上がり抜群!!

コントロール性と安定感に優れたコアを

　　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

驚きのパフォーマンスを魅せます!!

プロショップ得々情報

スペクター(STORM社)

強烈な動きを魅せてくる!!

シリーズ作の中枢を担うコアは不動のもので

シリーズ最高の数値を誇るボールの登場です!!

奥のキレがシャープさと強さを感じさせ

ハイロードとトレンドの中間に位置する

ありつつも表面素材のアップデートが更に

設計された万能を誇るボールの登場です!!

ナノデス・アキュライズナイン(ABS社)

ピンアクションも目を見張るものあり!!

入っています。これは【指の保護】【回転をかけやす

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

↑新品グリップ
↑危険信号

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)

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)

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

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。

ダブルスチャンレンジマッチ

岡本龍二係員

2月23日 （水・祝）

AM10:00スタート
チーム戦８ゲーム

2,700円／人(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

※個人戦　2ゲーム
※ベーカー・スカッチ各2ゲーム

ブラックウィドー　サベージ(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

ノックアウト・ブラック＆ブルー(Brunswick社)

P☆リーグには第38戦から参加。初勝利は
11回目に出場した第69戦。そのまま初決勝
(ワイルドカード)更に!!初優勝!!（ワンショット）

№537(48期生)

全国スターレーンクラブ会員の方以外は
2022年1月31日（月）より受付を開始致します。

★☆★岩見彩乃プロ　パーソナルデータ★☆★

岩見　彩乃（いわみ　あやの）
のいちゃω

2011年12月に行われた【第1回次世代P★リー
ガー発掘プロジェクト】の合格メンバー。
2015年のJPBA第48回プロボウラーテストに
合格しバックアップ投方初のプロボウラーとなる。

コロナウィルス感染防止の為、大会中は常時
マスクの着用、ハンドタッチの禁止、ボール
タオルの共有の禁止などお願いしております。

皆様のご参加をお待ちしております。
選手並びにご観覧の方もご協力をお願い致します。

バレンタイン企画♪

高橋プロと一緒に投げよう♪

2月11日 （金・祝）

普段のハウスコンディションとは違い九州大会・全国大会で

採用される難コンディションです!!今回は翌週に行われる

【全九州選抜選手権大会】のコンディションを予定して

スポコンチャレンジトーナメント

【開催日】 2月19日

午後からは・・・

松村プロと一緒に投げよう♪
PM2:00スタート
個人戦4ゲーム
2,700円／人(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

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・その他

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
楽しいチーム戦♪

松村伊津子プロ　＆

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
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三浦　康子

☆H／S賞

【一般部門】

【ハイシニア男子部門】

【ハイシニア女性部門】

上野由香里

青木　宗孝

松原　　群・西村　昭廣

藤嶋　信介・宗　　実正

二宮　達哉・田坂　友成

阪本　和江

【女性部門】

【シニア男子部門】

【シニア女性部門】

【シニア女性部門】
【ハイシニア男子部門】

【ハイシニア女性部門】

上野由香里
中川　　彪

丸山　綾子

☆H／G賞

【一般部門】

松田　賢典・山﨑　敦史・中村　朋英

2021年友の会会員年間表彰
☆アベレージ表彰 ※以下敬称略

【シニア男子部門】

【一般部門】

【女性部門】

山本　　清

阪本　和江
鈴木　良二

最優秀選手

【シニア女性部門】 上野由香里

【ハイシニア女性部門】

堀　　克哉

高宮　千秋

鈴木　良二
上野由香里
中川　　彪
西原　　環

☆H／F賞

【シニア女性部門】
【ハイシニア男子部門】

【一般部門】 山本　　清

【女性部門】

【シニア男子部門】

【シニア男子部門】 土谷新一朗
【女性部門】 阪本　和江

松田　賢典

☆特別賞（4ゲーム　1000UP）

中村　朋英・堀　　克哉・土谷新一朗・藤嶋　信介

【ハイシニア男子部門】 青木　宗孝
【ハイシニア女性部門】 丸山　綾子
☆最多ゲーム賞

山﨑　敦史・松田　賢典・山本　　清・松原　　群

奥田　茂美・真嶋　雅弘・梅田　慎二・手柴　浩之

いつもニコニコののいちゃんと

楽しい時間を過ごしましょう♪

2019年以来の来場となります
【のいちゃん】こと【岩見彩乃プロ】の

チャレンジマッチを開催致します!!

ご存知の通りバックアップ投方ですが
その威力はとても女性とは思えない程の
強さを魅せてくれます!!
前回同様、当日のコスチュームにも

期待が高まりますね♪

感謝の気持ちをプレゼント
させて頂きます♪いつも明るく元気で、陰では
皆様をしっかり支える高橋プロと楽しい時間を
過ごしましょう(^_-)-☆

タイン企画【高橋プロと
投げよう♪】を開催致し
ます‼日頃より皆様に
愛されている高橋プロから
今回はバレンタインに因んだ

昨年ご好評を頂いたバレン


