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 ご好評をいただいております「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、３月１５日までの期間にご利用いただけます。期間中、皆様のご来場をお待ちい

たしております！ご利用の際には受付時に係員までトク割キャンペーンのご希望コースをお知らせ

ください。ゲーム途中でのプラン変更はお受けいたしかねますので、みなさまのご協力をお願いいた

します。 

スポーレアスリートクラブのご案内 

 
 
スポーレボウルでは会員向け新サービス「スポーレアスリートクラブ」をスタートいたしました。

この制度は会員登録されていて、なおかつ実業団やＪＢＣといったクラブへ所属して茨城県や全国を

目指す選手のためのボウリング応援プランです。お申込時にフロント係員へお申し付けください。 
なお、アスリートクラブご利用に際しては以下の条件が必要です。 
・ 当センター会員でＡＢＢＦつくば支部もしくはＪＢＣスポーレクラブの会員のであること 
・ お申込時にセンターの空レーンが６レーン以上あること 
また、ゲーム進行時間帯に団体予約等が重なる場合にはアスリートクラブサービスの提供をお断り

させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。 

２月の団体予約状況：１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 
２月 ５日 １２時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
２月１２日  ９時３０分より午後４時すぎまで  大会開催のため 

一般レーンが少なくなっております 
２月１９日  ９時３０分より午後５時すぎまで  大会開催のため 
                        一般レーンがございません 
２月２１日 １９時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

                         同日８時のボウリング教室は 
                         お休みとさせていただきます 

 
 
 



２００６年２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。 
２月開催予定大会 

日付 開始時刻 大会名 G 数 HDCP 参加費 (お一人様) 
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) 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 
8 (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 

11(土) 19：00 JBC スポーレクラブ記録会 6G ― JBC 会員記録会 

12(日) 10：00 BPAJ センター対抗プロアマ戦 6G ― ボウリング場協会主催大会 
15(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 

17(金) 20：30 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 
18(土) 15：00 JBC Jr.教室   参加費 1,200 円 

19(日) 10：00 JBC 茨城県公協杯 ― ― JBC 会員県大会 
22(水) 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 
26(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 

３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 

１月号にてご案内の大会日程と一部異なる部分がございます。参加される選手の方は、日程のご案

内にご注意くださいますようお願い申し上げます。 
皆様方のご参加をお待ちいたしております！ 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
１２月２１日からの大会結果一覧です。１月２２日からの成績は３月号にて！ 
コカ･コーラカップ 12/21 

優 勝 林 義男    ８２３（Ｈ／Ｃ２３） 
準優勝 尾崎 英一   ８１０（Ｈ／Ｃ ８） 

第３位 藤沼 雅夫   ７９６（Ｈ／Ｃ１７） 
つくばＹＯＵワールド杯 12/25 

優 勝 海老原 圭一  ８３７（Ｈ／Ｃ ４） 
準優勝 佐藤 豊    ７０８（Ｈ／Ｃ１９） 
第 3 位 松尾 ルリ子  ７５２（Ｈ／Ｃ３１） 

１２月度マンスリーチャンピオン決定戦 12/28 
優 勝 植竹 裕      ―（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 海老原 圭一    ―（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 山口 忍      ―（Ｈ／Ｃ ０） 

年忘れ！マラソンボウリング大会 12/31 
優 勝 宮内 優   ２３５７（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 幸田 一之  ２３０２（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 檜垣 智美  ２２９１（Ｈ／Ｃ１５） 

アサヒカップ 1/4 
優 勝 山田 武子   ８７０（Ｈ／Ｃ２５） 
準優勝 林 義男    ８２７（Ｈ／Ｃ２４） 
第３位 青山 政司   ８１４（Ｈ／Ｃ２６） 

メンバーズ月例会 1/6 
優 勝 湯原 浩一   ６２２（Ｈ／Ｃ３７） 
準優勝 村松 昇    ６１３（Ｈ／Ｃ４０） 
第３位 神立 明仁   ６０３（Ｈ／Ｃ２０） 

遠藤千枝プロチャレンジマッチ 1/8 
優 勝 角田 秀雄   ８６８（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 植竹 裕    ８６６（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 藤井 真弓   ８０７（Ｈ／Ｃ ０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 1/11 
優 勝 佐々木 隆一  ８５８（Ｈ／Ｃ ２） 
準優勝 昆野 正明   ８３３（Ｈ／Ｃ２３） 
第３位 湯原 浩一   ８１７（Ｈ／Ｃ２９） 

レディース＆シニア月例会 1/15 
優 勝 沖田 節    ６０６（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 林 義男    ５６４（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 柳堀 正夫   ５４８（Ｈ／Ｃ１０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 1/18 
優 勝 松尾 ルリ子  ９２６（Ｈ／Ｃ３５） 
準優勝 松尾 嶺    ８９２（Ｈ／Ｃ２２） 
第３位 湯原 浩一   ８３７（Ｈ／Ｃ２３） 

 


