
【主　　催】

開 催 日 2022年
【会　　場】

【競技種目】

【競技方法】

【HDCP】

【開催日】 2022年

【参加資格】 【料　金】

【参加費】 【内　容】

【褒　賞】 【表　彰】

【定　員】

【申込締切】

【開催日】 2022年

【料　金】

【内　容】

2022年 【定　　価】 58,300円 (税込)

【時　間】 【超得価格】 【会員価格】 34,200円 (税込)

【参加費】

【参加費】

【定　　価】 46,200円 (税込)

【会員価格】 28,700円 (税込)

　

【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】 【時　間】

【参加費】

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】 【定　　価】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,700円 (税込)

松村プロ

高橋プロ
通常

【時間変更】

松村プロ
高橋プロ

皆様のご参加をお待ちしております。
詳細は場内掲示をご覧ください。

※先着24チーム

順位は予選通過順位となります。
大会終了後は

全員が貰える 抽選会があります‼
※受付はチーム単位でお願い致します。
※登録順が予選の打順となります。

～大会スケジュール～

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】
2022年 7月3日 （日）

ダブルスは松村プロと岡本係員が投球致します。

2,700円（友の会）
【午前の部】個人戦4ゲーム(プロは１G移動)

【午後の部】ダブルス戦（移動無し）

皆様のご参加をお待ちしております。
※午後の部はチーム単位でご登録をお願い致します。

6月5日 (日)
【時　間】

【午前の部】AM 10：00スタート(個人戦)

【午後の部】PM　2：00スタート(ダブルス戦)

【競技方法】　※対戦は全て高橋プロとなります。

福岡県ダブルスボウリングカップ
兼　日本スポーツマスターズ2022岩手大会代表選手選考会

福岡県公認ボウリング場協会

折尾スターレーン
6月12日 (日)

2人チーム戦（性別・年齢は組み合わせ自由）

個人戦　5ゲーム
スカッチダブルス　2ゲームを投球
12ゲームトータルピンにより順位を決定

各センターの公認アベレージを採用
※センター支配人の承諾が必要
男性：200ベース　80％※上限無し
女性：200ベース　90％※上限無し
スカッチの際はチームHDCPの1/2
※端数は切捨

44チーム(期日前でも締め切りとなります)

2022年6月5日(日)

福岡県公認ボウリング場協会加盟センター会員

4,300円(お弁当・お茶付き)
※コロナ感染対策次第ではお弁当の配布が出来ない場合もございます）

2人チーム戦
優勝～第6位・第10位・以下10飛び賞

BB賞・ベストスカッチ賞(HDCP込み・各ゲーム)

個人戦(男女混合HD込)
優勝～第6位・第10位・以下10飛び賞

BB賞・HG賞（男女別HD込・1～5G対象）

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。

松村伊津子プロチャレンジマッチ
着任18周年記念大会開催!!

大会開催のお知らせ

寺下智香プロチャレンジマッチ
オリスタには初来場となります

【寺下智香プロ】のチャレンジ

マッチを開催致します!!
既に公式戦では6勝を挙げ、
名実ともにトッププレーヤーと

して活躍中の寺下プロと
楽しい時間を過ごしましょう♪

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】 6月18日

【オイル抜き】＋【表面加工・1工程】

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

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

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

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

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♪

※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・29日

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

コードマスター(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

AM10:00スタート

3,500円(友の会)※軽食付き

曲がりを提供するでしょう!!

プロショップ得々情報

　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

シリーズ初のハイブリッド仕上げです!!信頼の

クルーズシリーズは多くのボウラーへ期待以上の

前作よりオイルに強くなりさらにキレが増す、

通りの仕上がりです!!軽快な走りと食い込むキレが

まさにモンスター級のボールの登場です!!

クルーズ・ブラックベリー(900GLOBAL社)

10本のピンを喰い尽くす!!

当日参加可能です!!

2日・9日・16日・23日・30日
1,500円(友の会）2,100円(一般)

　　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♪

全てのピンを薙ぎ倒してくれるでしょう!!

最高の相性＝最強のマッチング　正に謳い文句

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

強い曲がりを演出します!!寄って行く曲がりが

扱い易さを魅せてくれます!!

表面素材は強いながらもドライゾーンでは

　　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

(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

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

62021.

VOL.600

（土）

キネティック　ブラックアイス(Track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

コンスピラシー・スキーム(radical社)

第220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!!

6月19日

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

決勝

準決勝

1回戦
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チャンピオン

5-6 11-12 17-18

1

選手集合
開会式

Aシフト前半

Bシフト前半

Aシフト後半

Aシフトスカッチ

Bシフト後半

Bシフトスカッチ

表彰式

8:30

9:00

9:15　～　11:00

11:15　～　13:00
13:15　～　14:15

※表彰式終了後、日本スポーツマスターズ派遣説明会を

　行いますので代表の方はご出席下さい。

14:15　～　14:35
14:45　～　15:45

15:45　～　16:05

16:15

この度、松村伊津子プロが

折尾スターレーンに着任し

18年の歳月が経過致しました。

これも日頃より皆さまから

愛されているおかげと存じます。

今回、皆さまへの感謝を込めて

チャレンジマッチを開催致します。

決勝TMは１Gマッチでスカッチ方式を採用

開催致します。

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

に分かれ1回戦を行い、6チーム中上位1チームが

2回目となる【ダブルスチャンピオン決定戦】を

予選はレギュラー戦で3ゲーム、チーム6ゲームの

※上記は24チーム参加の場合となります。

ユニホーム（センターロゴ・ネーム込み）をプレ
ゼント致します‼

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

トータルピンで予選順位を決定致します。

準決勝進出となります。準決勝はシード2チーム＋


