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主催 全国スターレーンクラブ
後援 スターレーン経営者協議会
開催日 平成26年7月5日(土)

　　　　　　 6日(日)
パーフェクトゲームを見事達成いたしました‼ 競技会場 サラダボウル(沖縄県・ＢＷ50Ｌ)
これを記念致しましてお祝い大会を開催させて 〒900－0037
頂きます。 沖縄県那覇市辻３－４－１

ＴＥＬ　098－869－0204
開催日 平成26年6月8日(日) 懇親会場
時間 PM８：００スタート 〒900－0036
料金 2,500円（友の会）
内容 個人戦4ゲーム ＴＥＬ　098－868－2222
表彰 優勝～第5位・第7位・第10位 参加資格 2014年全国スターレーンクラブ会員

以下5飛賞・BB賞・HG賞
参加費 競技費

素晴らしい功績を大勢で祝って頂きたいと思い 懇親会費 8,000円／人
ますので多数のご参加をお待ちしております。

競技内容 7月5日（土）

選手受付 12:30

【開催日】 19:00～21:00
【時間】
【内容】 7月6日(日)

シングルス戦　4ゲーム
オールエベンツ　2ゲーム
10ゲームトータル上位20名

【表彰】 選手集合 9:00
シングルス戦４G 9:30～12:10(BOX6名)

【参加費】 オールエベンツ２G
表彰式・閉会式 13:10～13:30
※参加人数・進行により変更がございます。

表彰

選手の皆様へ

ＴＥＬ　０９３－６０１－３９００

ＮＥＷプロショップ便り

通称：スネークアイ…ではありません！今回は

ボウリングの日を記念致しまして下記の日程にて
体験講座卒業生のボウリング大会を開催致します!!
ご都合のよい日時、時間でご参加ください。

２投目に残った場合にもプレゼント致します!! 開催日 平成26年　6月17日（火）
平成26年　6月19日（木） ☆今月発売予定ボール

時間 午前の部 AM１０：００スタート 　Ⅰ　
時間 PM８：００スタート 午後の部 PM　１：３０スタート
内容 個人戦４ゲーム 参加資格 体験ボウリング講座卒業生　もしくは
料金 ２，５００円（友の会） お昼のリーグご参加の方
フレーム賞

参加費 ２，１００円（パーティー費込）
内容 個人戦　３G 　Ⅱ　
HDCP リーグ参加者はリーグHDCP

皆様の多数のご参加をお待ちしております。 表彰
以下5飛賞・BB賞・男女HG賞
勝利者賞

　Ⅲ　

第１金曜日

第２金曜日

第３金曜日 　Ⅳ　
第４金曜日

第５金曜日

　Ⅴ　

受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。 開催日 平成26年　7月21日（月・祝）
時間 ＡＭ１０：００スタート

★松村　伊津子プロ担当 料金 3,500円（友の会）
ＰＭ４：００～ＰＭ５：００の１時間 内容 個人戦　４ゲーム

水曜コース ベーカー戦・スカッチ戦各2ゲーム
木曜コース 合計チーム12ゲーム
★高橋　美貴プロ担当 表彰 全てチーム単位

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・ＨＧ賞・勝利者賞

金曜コース

土曜コース 多数のご参加をお待ちしております。

大会開催のお知らせ
海の日記念　宇宙人と小デブの

ダブルスチャレンジマッチ
開催のお知らせ

ダブルスのチャレンジマッチを行います‼

【スカッチ方式】を行います。
気の合う仲間と一緒に楽しい時間を過ごしましょう‼

ロワジールホテル　スパタワー那覇　３Ｆ

当日は松村プロ・高橋プロも参加致します。皆様で
楽しいひとときを過ごしましょう！

今年も海の日を記念致しましてスタッフによる

個人戦の後は楽しいチーム戦【ベーカー方式】・

12:30～13:00（BOX2名）

その他の方はオフィシャルアベレージより算出

優勝～第５位・第７位・第１０位

パーティーでは多数の抽選賞をご用意致して
おります。各リーグ毎にプロボウラー、または
スタッフがお伺い致しますので、ご参加ご希望の方は
ご連絡下さい。多数のご参加をお待ちしております。

ご参加の選手のご健闘をご期待致します‼

ダブルス戦／後半３G

トータル２８ゲームにて順位を決定
優勝～第３位・第５位・ＢＢ賞・賞漏賞
チームＨＧ賞（ベーカー方式のみ）
2,300円（友の会）

【和田会長】【田辺役員】チームが参加致します!!
今回のスタッフＨＤＣＰ（一部移動制となっております）

有村支配人　０ピン　久富プロ　－１０ピン
松村プロ・高橋プロ・手嶋課長　０ピン
大塚課長　32ピン　池崎課長　22ピン

大会開催のお知らせ

パーフェクト記念お祝い大会

山本雅之

この度、平成26年5月2日に
行われました【第90回JBC
ダブルスリーグ第3週目】に
おきまして【山本雅之さん】が

公認第157号となる

スタッフと役員とともに・・・

西日本スターレーン親善ボウリング大会

開催のお知らせ

沖縄県那覇市西３－２－１（徒歩7分程度）

7,500円／人

毎週金曜日行われています【アフタヌーンチャレンジ】

にてスタッフを一部変更致します。

中津　宏章の巻　
手嶋　正吾の巻　

開催日

ダブルス戦／前半３Ｇ 13:30～15:30（BOX3チーム）

ダブルス戦　6ゲーム　※3ゲーム終了後レーン移動

ダブルス戦　 優勝～6位・HG(HDCP込み)
シングルス戦　優勝～10位・HG(HDCP込み)

選手の方はネーム入りユニホームの着用をお願い致します。

２ヶ月に１度の祭典の【スタッフと役員とともに・・・】を開催

致します!!大勢で楽しい時間を過ごしましょう!!
平成２６年６月２２日（日）
ＰＭ　７：００スタート
１チーム８人制（内、１名はスタッフが入ります)

個人戦３ゲーム（オフィシャルＨＤＣP使用）

ペーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

開会式・懇親パーティー

15:40～17:40(BOX3チーム)

北九州市八幡西区折尾５－１－５
【営業時間】
月曜日～金曜日　ＡＭ９：３０～ＡＭ０：００
祭日前日はＡＭ１：００まで営業中！
土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００

新トーナメントのお知らせ
⑦－⑩トーナメント 今月のプロショップバーゲンメーカー

松村　伊津子プロの巻【NEW!!】 シンクツアー(STORM社)

ラジカルアンギュラーワン(EBONITE社)

シニスター(ROTO　GRIP社)

ワイルドキャット(Natural　Enemies社)

強烈なバックエンドモーションが特徴の

アンギュラ－ワンシリーズです!!
転がりもいいので幅広く活用出来ます!

ABSの新ブランドより長期に渡る
開発により出来た新作です!!
驚くほどのキレが最大の魅力です!!
定価　48,000円(税抜き)
会員価格　31,000円(税込)

新開発のコアが力強く安定したキレを
演出致します。いろんなタイプのボウラー

平成２６年６月１５日（日）

オールエベンツ　優勝～6位

中津係長　11ピン　楠原係員　11ピン　

６月２日（月）より受付を開始致します。
皆様の多数のご参加をお待ちしております。

ボウリングの日記念

５日・１２日・２６日

久富　浩義プロの巻

アフタヌーンチャレンジ投球スタッフ変更のお知らせ

ストーム社最高のコアとカバーの

日曜日＆祭日　　ＡＭ９：００～ＡＭ０：００

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

Ⅰ　各ゲームの７フレーム・１０フレームに

６９歳以下男性：ストライク
７０歳以上男性or女性：９本スペア以上で

フレーム賞をその場でプレゼント!
Ⅱ　⑦－⑩が残ったらフレーム賞をプレゼント!

平素より折尾スターレーンをご利用頂き誠に
ありがとうございます。

画像

開催のお知らせ

オリスタボウリングフェスティバル

ＰＭ４：３０～ＰＭ５：３０の１時間

画像

ヘビーオイルにはかかせないリサージェンス

シリーズが久々に発売致します!!
今までより更にオイルに強くなっています!!

定価　46,000円(税抜き)
会員価格　30,000円(税込)

ＰＭ３：００～ＰＭ４：００の１時間

１１日・１８日・２５日

～折尾スターレーン所属プロによるレッスン会～
6月開講のお知らせ

高橋　美貴プロの巻

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

また、スタッフの日程調整などで変更の場合も
御座います。ご了承下さい。

コンビネーションで登場です!!
早いレーンで大活躍致します!!
定価　49,500円(税抜き)
会員価格　31,000円(税込)

その他詳しくは、久富プロ・手嶋にお気軽にお尋ねください。

６日・１３日・２０日・２７日
７日・１４日・２１日・２８日

画像
新カバーと比重改良型コアがより
アグレッシブなリアクションを生み出す

ボールを開発致しました!!
定価　48,000円(税抜き)
会員価格　31,000円(税込)

ザ・エッジ(Brunswick社)

特典盛りだくさん！！

喫茶【Ｊａｃｋ ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

画像

定価　48,000円(税抜き)
会員価格　29,000円(税込)

画像 に適し、扱い易い逸品です!!
定価　49,500円(税抜き)
会員価格　31,000円(税込)

画像

折尾スターレーン一押しボール

リサージェンス・ファイヤー(COLUMBIA社)

２フロア４８レーン・駐車場１５０台完備

〒８０７－０８２５

アミューズメント施設多数・・・

第７フレーム・１０フレームにチャンスが到来です！
条件を満たす事で５００mlペットボトルｏｒ第３種の
ビール３５０ml缶どちらかをプレゼント致します!!
また特別ルールと致しましてアンラッキー、⑦－⑩が

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

ロッカー契約料割引などなど・・・
ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

友の会会員をお勧め致します！

VOL.503

新規入会の方は４月より月割りを開始致します。

2014．6

２０１４年度友の会会員受付致します!!

月に一回以上ご来店される方は


