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スポーレボウル年間トップボウラーナンバー１を決定する「グランド

チャンピオン決定戦」。見事に２００５年度のナンバーワンに輝いたの

は角田秀雄選手でした。ここに、グランドチャンピオン決定戦上位選手

の結果を発表させていただきます。 
予選３ゲーム、トップで通過したのは山口忍選手。６ゲームトータル

１３１３（０）ピン。続いて廣瀬選手、角田選手、林選手、昆野選手が

予選を突破。トップシードの山口選手の他４名による準決勝１ゲームで

は角田選手が見事優勝決定戦進出。その後、山口選手と角田選手による

優勝決定戦では１６９ｖｓ２２３の結果、角田選手がグランドチャンピ

オントロフィーを手にしました。 
 

 
 
 
 
 
 

教室後・大会後にトップボウラー制度を活用しよう！ 
月間ランキングによりクラス別に翌月のゲーム代の割引を受けられる制度です。アベレージがまだ

まだ、なんていう方もご心配なく。一定数の公認ゲームを消化するだけでも、すべてのメンバーの皆

様に優待制度があります！公認大会やリーグなどに参加し、一層のスキルアップを目指しましょう！ 
トップボウラー制度：（スポーレボウル会員の方のみ・対象ゲームはセンターの公認大会・公認リーグとなります） 

３Ａクラス  月間３０Ｇ以上消化者 ポイントランキング上位５名 以下は２Ａクラス 
       翌月の一般ゲーム料金が１Ｇ３００円となります。 
２Ａクラス  月間２４Ｇ以上消化者 ポイントランキング上位５名 以下はＡクラス 
       翌月の一般ゲーム料金が１Ｇ３５０円となります。 
Ａクラス   月間１８Ｇ以上消化者 対象者全員 
       翌月の一般ゲーム料金が１Ｇ４００円となります。 

ポイントランキング： 
   ポイントは、その月の公認ゲームアベレージに年齢性別ＨＤＣＰを加算したものとなります。 

３月の団体予約状況：２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 
３月 ２日 １８時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
３月１７日 １５時００分よりおよそ１時間半   ２２レーンのご予約 
３月１９日 １３時００分よりおよそ１時間半   １８レーンのご予約 
３月２１日  ９時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
３月２６日 １５時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

廣瀬満久選手 
角田秀雄選手 
林義男選手 
昆野正明選手 
山口忍選手 

グランドチャンピオン 

角田秀雄選手 



２００６年３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。 
３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) 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 

8 (水) 20：30 つくば YOU ワールド杯 4G オフィシャル 会員・一般 2,800 円 
11(土) 19：00 JBC スポーレクラブ記録会 3G ― JBC 会員記録会 

12(日) 15：00 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 
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) 
18(土) 
19(日) 

20：30 
20：30 
13：00 
20：00 

プロショップ杯 

第１シフト 

第２シフト 

第３シフト 

最終シフト 

3G 年齢性別 会員 2,500 円 一般 2,800 円 

22(水) 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 
26(日) 20：00 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 

29(水) 20：30 つくば YOU ワールド杯 4G オフィシャル 会員・一般 2,800 円 
31(金) 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 

４月上旬開催予定大会 

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

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
１月２０日からの大会結果一覧です。２月２２日からの成績は４月号にて！ 
つくばＹＯＵワールド杯 1/20 

優 勝 海老原 圭一  ９４９（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 尾崎 英一   ９０３（Ｈ／Ｃ ９） 

第３位 中田 賢二   ８６１（Ｈ／Ｃ１０） 
コカ･コーラカップ 1/22 

優 勝 村松 とく   ８５０（Ｈ／Ｃ４８） 
準優勝 広瀬 哲男   ８１９（Ｈ／Ｃ３３） 
第 3 位 柳堀 正夫   ８１６（Ｈ／Ｃ１４） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 1/25 
優 勝 角田・海老原 １２５４（Ｈ／Ｃ１７） 
準優勝 沖田・中島  １２２５（Ｈ／Ｃ４２） 
第３位 青山ペア   １１９４（Ｈ／Ｃ４１） 

１月度マンスリーチャンピオン決定戦 1/29 
優 勝 山口 忍      －（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 松尾 嶺      －（Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 湯原 浩一     －（Ｈ／Ｃ ５） 

アサヒカップ 2/1 
優 勝 角田 秀雄   ８５８（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 尾崎 英一   ８５１（Ｈ／Ｃ１２） 
第３位 大橋 文夫   ８４８（Ｈ／Ｃ２０） 

メンバーズ月例会 2/3 
優 勝 山口 忍    ６９４（Ｈ／Ｃ ４） 
準優勝 柳堀 正夫   ６６９（Ｈ／Ｃ１７） 
第３位 時枝 重司   ６５９（Ｈ／Ｃ２４） 

レディース＆シニア月例会 2/5 
優 勝 林 義男    ５４２（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 広瀬 哲男   ５２７（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 青山 政司   ４９７（Ｈ／Ｃ ５） 

花本正登プロチャレンジマッチ 2/8 
優 勝 中田 賢二   ９４４（Ｈ／Ｃ１５） 
準優勝 佐藤 豊    ８９８（Ｈ／Ｃ２６） 
第３位 青山 政司   ８７４（Ｈ／Ｃ２７） 

野口圭プロチャレンジマッチ 2/15 
優 勝 海老原 圭一  ６８５（Ｈ／Ｃ ６） 
準優勝 昆野 正明   ６５９（Ｈ／Ｃ２８） 
第３位 青山 政司   ６５４（Ｈ／Ｃ２１） 

コカ･コーラカップ 2/17 
優 勝 沖田 節    ９５７（Ｈ／Ｃ２４） 
準優勝 檜垣 守男   ８７６（Ｈ／Ｃ３２） 
第 3 位 湯原 浩一   ８７５（Ｈ／Ｃ２４） 

 


