
2022年

【開催日】 2022年 (日)
2022年

【選手集合】 9:00 開会式 9:30

【昼　食】

2022年

【内　容】

【HDCP】 レギュラー競技 【料　金】

スカッチ競技 【表　彰】

【参加費】

【申込締切】

50周年記念

トーナメント

【時　間】

【内　容】 個人戦　４ゲーム

【参加費】

【表　彰】

2022年 【九州表彰】

【時　間】

【料　金】

【表　彰】

【主　催】

2022年
【会　場】

2022年 【種　目】 【定　　価】 58,300円 (税込)

【時　間】 【競技方法】 【超得価格】 【会員価格】 33,200円 (税込)

【参加費】

【参加費】 【HDCP】

【定　　価】 54,450円 (税込)

【会員価格】 32,200円 (税込)

　
【競技規定】

【開催曜日】 【定　　価】 57,200円 (税込)

【日　程】 【参加資格】 【会員価格】 33,700円 (税込)

【参加費】

【参加費】

【開催曜日】 【褒　章】

【日　程】

【参加費】 【定　　価】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,700円 (税込)

【定　員】

【申　込】

選手集合 8:30 開会式 9:00
【Aシフト前半】 9:15 ～ 11:00 (3ゲーム)

松村プロ 【Bシフト前半】 11:15 ～ 13:00 (3ゲーム)

13:15 ～ 14:15 (2ゲーム)

14:15 ～ 14:35 (スカッチ)

14:45 ～ 15:45 (2ゲーム)

高橋プロ 15:45 ～ 16:05 (スカッチ)

【選考会】 通常
【時間変更】

松村プロ
高橋プロ

決定致します。
各センター公認アベレージを採用
※所属センターの支配人の承諾が必要です。

兼　日本スポーツマスターズ2022岩手大会代表選手選考会

3,０00円(ブランズウィック会加盟センター会員)

3,500円（一般）・3,100円(高校生以下)

優勝～5位・7位・10位・以下5飛賞・BB賞・HG賞

折尾スターレーン（２F)
2人チーム戦(性別・年齢問わず)
個人戦　5ゲーム

※登録対象者は九州ブランズウィック会加盟

　センターの会員のみと致します。

男性：200ベース　80％
女性：200ベース　90％

チームＨＤの半分を

1ゲーム分とする(端数切捨て)

3,500円

ご参加ご希望の方は専用の記入用紙にご記入ください。

開場50周年企画

抽選賞（ハイパフォーマンスボール）

スコアを九州ブランズウイック会加盟9センターの

合同集計に登録、優勝～10位・以下10飛賞

※内容は予定です。変更になる場合もございます。

以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞他

【開催日】 5月22日 （日）
AM10:00スタート

3,000円(友の会のみ)

優勝～第5位・第7位・第10位

以下5飛賞・BB賞・HG賞

(土)
PM　７:３０スタート

スカッチダブルス　2ゲームを投球
合計12ゲームトータルピンにて順位を

5月３日（火）

九州ブランズウィック会

【開催日】
2022年 5月28日

福岡県公認ボウリング場協会

【開催日】 6月12日 (日)

Tシャツもらえる チャレンジカップ

北九州市ボウリング協会

2022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15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

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

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】 5月21日

※スカッチは2名のHDCPの半分(端数切り捨て)

公益財団法人全日本ボウリング協会制定の

ボウリング競技ならびに選手権協議会
規定による
福岡県公認ボウリング場協会に加盟する

≪個人戦≫※男女混合

【オイル抜き】＋【表面加工・1工程】

※JBC正会員への登録が必要となります。上位者が

キャンセルの場合は、次点より繰り上げとなります。

詳しくは大会要項をご覧下さい。

打順通りにご記入ください。
～スケジュール～

オイル抜き＋一手間加えてみよう!!
レーン上にはオイルが塗られています。オイルがボールに付着し

致します。

吸収されるとボールリアクション、ピンアクションに悪影響を

及ぼします。ですので、ボールのパフォーマンスを維持するために

はオイル抜きが必要となります。さらに、実はボールの表面には

非常に細かい凹凸があり、レーンとの摩擦を調整しています。

この凹凸も使用することによりだんだん平らになり、パフォー

マンスに影響を与えます。この状態はボールの表面を削るこ
【Aシフト後半】

【Bシフト後半】

男子4名(1チーム)　女子4名(1チーム)

令和4年4月1日現在で満45歳以上の選手で

スクラッチの得点が男女ともに上位4名を選出
2,000円!!期間限定特別価格

（友の会のみ）

とにより、回復させることが出来ます。

ということで、今回はいつものオイル抜きに表面加工作業を

加えてボールをリフレッシュさせてあげましょう♪

登場です!!

プロショップ得々情報

２工程以上の場合は追加料金となります(5５0円/回)
受付期間　2022年5月9日(月)～2022年6月30日までの受付(支払い)

1,900円＋550円＝2,450円

加工はサンディング・ポリッシュどちらでも可

※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
7日・21日・28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

6日・13日・20日・27日

20日・27日

11日・18日・25日

当日参加可能です!!

12日・19日・26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

フロント前の申込用紙に

優勝～第6位・第10位・以下10飛賞
BB賞・ベストスカッチ賞(各ゲーム・HDCP込)

ゴースト・ロック(STORM社)

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

優勝～第6位・第10位・以下10飛賞
BB賞・HG賞(男女別HDCP込)
44チームにて締め切り

特に女性にはお勧めのボールです!!

限界を超えるフレアを起こし至上のキレを

日本人に合わせた設計で軽快な走りと強い

キレが特徴です。まさに超攻撃的なボールの

遂にこのシリーズにソリッドカバーを採用!!

生み出すコアを搭載する事で転がりも良く

適度な走りから強いアーク状の曲がりを

プライム・タイム(PRO‐am社)

魅せてくれます!!

800×600

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

まで幅広く活躍してくれます!!アップグレード

されたコアが至上のピン飛びを魅せる!!

表面を加工する事でヘビーからミディアム

　　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♪

52021.

VOL.599

（土）

アルティマパール(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

ディフェンダー(Brunswick社)

第219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!!

大会開催のお知らせ

各開催で抽選賞も有ります!!

個人戦　4ゲーム

【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

プロボウラーは１G毎にレーン移動
3,000円(友の会)・3,500円（一般）
優勝～第5位・第7位・第10位

【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。

2日・9日・16日・23日・30日

ＧＷプロチャレンジ情報!!

【開催日】 5月3日 （火・祝）

阪本彩プロ
【時　間】

【第1部】AM10:00スタート

福岡県ダブルスボウリングカップ

≪2人チーム戦≫　

ボウリング場の会員である事
4,300円／人

【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】

【第1部】AM10:00スタート
【第2部】PM　2:00スタート

【開催日】 5月5日 （木・祝）

久保田彩花プロ
【時　間】

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

迎えるにあたり記念のTシャツがもらえる大会を

おりますが5月8日(日)以降にご登録の方は
ご希望のサイズに添えない場合もございます。
ご登録はお早めにお願い致します。

4月28日に折尾スターレーン開場50周年を

開催致します。奮ってご参加ください♪
※Tシャツの作成に辺り希望のサイズを伺って


