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旧年中は格別なご愛顧を賜り 

誠に有難うございました 
本年もスポーレボウル従業員一同 

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております 

これからも皆様に愛されるボウリング場を目指し 

より一層のサービス向上に努める所存でございます 

今後ともご指導 ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます 

従業員一同 
 

２００５年各月に行われた大会のトップを決するマンスリーチャンピオン決定戦。そのマンスリー

チャンピオン決定戦の上位選手の中から、栄光あるグランドチャンピオンを決します。 
  日 時  ： 平成１８年１月２９日（日曜日） 午前９時スタート 

   参加費  ： 会員４５００円 一般５０００円 
   大会方式 ： 予選６ゲーム（３ゲーム毎レーン移動・アメリカン方式） 
          決勝は予選上位５名によるシュートアウト方式（マンスリー決定戦と同方式） 
          当センター認定年齢性別ＨＤＣＰ採用 
   参加資格 ： ２００５年１月から１２月までの各マンスリーチャンピオン決定戦にて 

上位５位内入賞者（資格者は場内掲示板にて発表いたします） 
   表 彰  ： 優勝～第５位 Ｈ／Ｇ賞 その他参加賞 

深夜得割キャンペーンが再びスタート ！ 
 ご好評をいただいておりました「３ゲーム１０００円プラン」と「２時間投げ放題プラン」の２種

類のトク割プランが、１月１０日に帰ってきます。期間中、皆様のご来場をお待ちいたしております！ 

１月の貸切情報：１２月末時点 

下記時間帯については多めの待ち時間、またはご案内ができない場合がございます。ご利用の際に

は事前にご確認をいただけますよう、お願いいたします。    電話：０２９－８３９－５６５６ 
１月１４日 １２時３０分よりおよそ１時間半   ２０レーン使用のご予約 
１月１５日 １０時３０分よりおよそ１時間半   ２０レーン使用のご予約 
１月２０日 １０時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
１月２９日  ９時００分より午後１時前後まで  １２レーン使用の大会開催 

 １１時００分よりおよそ２時間    １１レーン使用のご予約 
       ※１１時からの時間帯はレーンへのご案内が出来ない場合がございます 

１月３０日 １３時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 



２００６年１月 大会スケジュール 
各種大会を以下の日程にて予定しております。 
１月開催予定大会 

4 (水) 10：00 アサヒカップ 4G オフィシャル 会員 2,800 円 一般 3,200 円 
6 (金) 20：30 メンバーズ月例会 3G オフィシャル 会員大会 2,500 円 

8 (日) 
18：00 

20：00 
遠藤千枝プロチャレンジマッチ 3Ｇ 年齢性別 

会員 2,500 円 一般 3,000 円 

２シフト総合成績にて表彰 

11(水) 20：30 野口圭プロチャレンジマッチ 3Ｇ オフィシャル 会員 2,500 円 一般 2,800 円 

15(日) 13：00 レディース＆シニア月例会 3G 年齢性別 会員 2,500 円 一般 2,800 円 
18(水) 20：30 花本正登プロチャレンジマッチ 3Ｇ オフィシャル 会員 2,500 円 一般 2,800 円 

20(金) 20：30 つくばユーワールド杯 4G オフィシャル 会員・一般共通 2,800 円 
22(日) 20：00 コカ･コーラカップ 4G オフィシャル 会員 2,800 円 一般 3,200 円 
25(水) 20：30 ダブルスプロチャレンジマッチ ３Ｇ オフィシャル チーム 5,000 円 

09：00 グランドチャンピオン決定戦 ６Ｇ 年齢性別 会員 4,500 円 一般 5,000 円 
29(日) 

20：00 マンスリーチャンピオン決定戦 ３Ｇ 年齢性別 会員 2,500 円 一般 2,800 円 

２月上旬開催予定大会 

1 (水) 20：30 アサヒカップ 4G オフィシャル 会員 2,800 円 一般 3,200 円 
3 (金) 20：30 メンバーズ月例会 3G オフィシャル 会員大会 2,500 円 
5 (日) 20：00 花本正登プロチャレンジマッチ 3G オフィシャル 会員 2,500 円 一般 2,800 円 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
１１月１８日からの大会結果一覧です。１２月２１日からの成績は２００６年２月号にて！ 
プロショップ杯 11/18 

優 勝 大坂 勝彦   ６５８（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 植竹 裕    ６５７（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 海老原 圭一  ６２９（Ｈ／Ｃ ０） 

いい夫婦ダブルストーナメント 11/22 
優 勝 三浦夫妻   １２０９（Ｈ／Ｃ３４） 
準優勝 角田夫妻   １１４９（Ｈ／Ｃ２０） 
第３位 尾崎夫妻   １１１８（Ｈ／Ｃ１５） 

野口圭プロチャレンジマッチ 11/23 
優 勝 藤沼 雅夫   ９２７（Ｈ／Ｃ２２） 
準優勝 五十嵐 瑞恵  ８４０（Ｈ／Ｃ１５） 
第３位 田中 宏樹   ８２４（Ｈ／Ｃ２１） 

つくばユーワールド杯 11/27 
優 勝 佐々木 隆一  ８８５（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 藤井 真弓   ８２７（Ｈ／Ｃ ８） 
第３位 青山 政司   ７９６（Ｈ／Ｃ２３） 

１１月度マンスリーチャンピオン決定戦 11/30 
優 勝 山口 忍      ―（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 柳堀 正夫     ―（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 海老原 圭一    ―（Ｈ／Ｃ ０） 

アサヒカップ 12/2 
優 勝 神立 明仁   ８７１（Ｈ／Ｃ１７） 
準優勝 海老原 圭一  ８３５（Ｈ／Ｃ ４） 
第３位 沖田 節    ８３１（Ｈ／Ｃ２０） 

メンバーズ月例会 12/4 
優 勝 角田 清美   ７１８（Ｈ／Ｃ２４） 
準優勝 幸田 一之   ５９５（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 神立 明仁   ５９２（Ｈ／Ｃ１３） 

花本正登プロチャレンジマッチ 12/7 
優 勝 青山 政司   ８３７（Ｈ／Ｃ２４） 
準優勝 海老原 圭一  ８３０（Ｈ／Ｃ ４） 
第３位 神立 明仁   ８１０（Ｈ／Ｃ１０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 12/11 
優 勝 海老原 圭一  ８８２（Ｈ／Ｃ ４） 
準優勝 山口 忍    ８４７（Ｈ／Ｃ ３） 
第３位 昆野 正明   ８３９（Ｈ／Ｃ２６） 

プロショップ杯年末謝恩大会 12/14-20 
優 勝 齋藤 孝司   ６９２（Ｈ／Ｃ１９） 
準優勝 土屋 昭    ６８６（Ｈ／Ｃ３１） 
第３位 幸田 一之   ６６８（Ｈ／Ｃ ８） 

遠藤千枝プロチャレンジマッチ(２シフト) 

 花本プロとも親交のある遠藤プロが２シフトのチャレンジマッチを開催いたします！ 
   日  時 ： 平成１８年１月８日 午後６時スタート 
                    午後８時スタート 
   表  彰 ： ２シフト総合の成績によってプロショップ花本のご協力のもと、豪華賞品が！ 
   参 加 費 ： 会員２５００円 一般３０００円 
   試合方式 ： ３ゲームトータルアメリカン方式 年齢性別ハンディキャップ採用 


