
開催日 2022年
【時　間】

【料　金】 開催日 2022年
【内　容】

【料　金】

【内　容】

【HDCP】

【表　彰】

2021年

【内　容】

【料　金】

【表　彰】

2022年

2022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】 2022年

【参加費】

【定　　価】 54,450円 (税込)

【会員価格】 32,700円 (税込)

2022年
　

【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】 【内　容】

【開催曜日】 【料　金】

【日　程】 【表　彰】

【参加費】 【定　　価】 53,900円 (税込)

【会員価格】 32,200円 (税込)

松村プロ

高橋プロ

【時間変更】

松村プロ
高橋プロ

JBC制定年齢性別HDCP

抽選賞でサンブリッジ社ボール(15P)1名当たります!!

準決勝　個人戦2ゲーム(参加人数の2／3)

決　勝　１ゲーム　5位～7位決定戦
　　　　1位～4位決定戦

4月29日 （金・祝）

予　選　個人戦4ゲーム

AM 10：00スタート
3,200円（友の会）

3,000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!!

開場50周年記念トーナメント

スポコントーナメント (非公認)

【開催日】 5月5日 （木・祝）

久保田彩花プロ
【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

【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 （水・祝）

櫻井眞利子プロ
【時　間】

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

ＧＷプロチャレンジ情報!!

【開催日】 5月3日 （火・祝）

阪本彩プロ

プロボウラーは１G毎にレーン移動

よろしくお願い致します。
つきましては13周年記念チャレンジマッチを開催させて頂きます。

【開催日】 4月3日 (日)
【時　間】

【第1部】PM2:00スタート
【第2部】PM7:00スタート
個人戦　4ゲーム

2009年4月に折尾スターレーンに

着任し早くも13年が経ちました。

ここまで頑張ってこれたのも

皆様の温かいご支援のおかげと

深く感謝しております。

今後も一層皆様のお手伝いをし、

皆様と一緒にボウリングを

楽しみたいと思っております。

今後とも末永いおつきあいの程

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

皆様のご参加をお待ちしております。
高橋美貴プロ

着任13周年記念チャレンジマッチ

大会開催のお知らせ

尾上萌楓プロチャレンジマッチ
昨年の7月振りにP★リーガー
【尾上萌楓プロ】のチャレン
ジマッチを開催致します!!
P★リーグ第93戦では1回戦を

241点で勝ち上がり、その
勢いのまま準決勝を勝ち抜け
決勝では268点のビッグゲー

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。

4日・11日・18日・25日

42021.

VOL.598

（土）

アルティマブラック(HAMMER社)

　【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

メーリージャブ・ジンカイト(Brunswick社)

第218回シルビア月例会

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!!

ムで見事優勝を果たしました!!
おめでとうございます!!

4月10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）

800×600

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

程良く計算しやすい曲がりを出すので

安定したライン取りが可能です!!

パール素材なので適度な走りと対象コアが

　　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

★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♪

ピュア・フィジックス(STORM社)

登場です‼

対称コアでは稀にみる転がる数値を誇る

シリーズ第6弾はオイルを喰らい尽くすほどの

強い表面素材を使用し、転がり、曲がりと

ダークコードでも使用した素材を使用する事で

コアがフッキングモンスターの異名を得て

アトミックコアとの抜群の相性が大きな

トライデント・オデッセイ(MOTIV社)

曲がりを魅せます!!

最上の物に仕上がっています‼

プロショップ得々情報

※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
2日・16日・23日・30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

1日・8日・15日・22日

15日・22日

6日・13日・20日・27日

当日参加可能です!!

7日・14日・21日・28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

【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM　2:00スタート

リコーティング作業のご案内

A　メインボール(曲がり系・走り系有り)※在庫限り
B　スペアボール(８P～15Pまで対応!!)
C　ボールバッグ(3つのコースがあります!!)
D　ボウリングウェア(お好きなウェアを選んで下さい!!)

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

【開催日】 4月16日

新年度のスタートに気分一新してみませんか？

詳しい内容は場内掲示・HP・SNSをご覧下さい。
※Aのメインボールは在庫限りとなります。

開場50周年記念プロショップパック

メインボール・スペアボール・ボールバッグ・ウェア

組み合わせ次第では最大10万相当!!

上記4種類をアラカルトして・・・

50,000円(税込・友の会)!!

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

50歳～ 55歳～ 60歳～ 65歳～ 70歳～ 75歳～ 80歳～
～49歳 54歳 59歳 64歳 69歳 74歳 79歳 84歳

男性 0 5 10 15 20 25 30 35

女性 15 20 25 30 35 40 45 50

※エッグリーグは１F開催致します。

平素より折尾スターレーンをご愛顧いただき誠に

ありがとうございます。

4月17日（日）の大会終了後より、２Fのリコー

ティング作業を行います。
この作業に伴い２Fの営業時間に変更があります。

18日（月）のOPEＮ時間は作業の進行具合で

変更する場合もございますのでご了承ください。

折尾スターレーン

4月17日（日）　17:00　CLOSE

4月18日（月）　13:00　OPEN(予定)

参加人数20名の場合

準決勝進出　上位13名
決勝上位7名は固定

決勝

準決勝
ＢＯＸ
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最下位ＢＯＸが
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予選　個人戦4ゲーム(2ゲームレーン移動)　ＨＤＣP：ＪＢＣ制定年齢性別ＨＤＣＰ採用

上位13名(※参加者が20名の場合)準決勝へ進出!! 準決勝は0スタート※レーン移動無し
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オイルパターンはいつもとは違う巷ではやりの

迎えるにあたりいつもとは少し違う形式で大会を

スポーツコンディションを採用致します。

腕試しにぜひご参加下さい!!

4月28日で折尾スターレーンは開場50周年を

開催致します。


