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健康スポーツ・ボウリング！ 
寒さも和らぎ、皆さまは暖かい春をどのようにして過ごしますか？ 

スポーレボウルでは、現在までに皆さまへご案内しております「ボウリング教室」のラインナップ

をご紹介いたします。今まで時間の都合がつかなかったあなたも、より一層のスキルアップを目指し

たいあなたも、ぜひ、ボウリング教室のラインナップをご活用ください！スタッフ一同、皆さまのボ

ウリングライフをサポートいたします。 
開催日 時 間 料 金 対象 
月曜日 １３時 １２００円 どなたでも参加できます！ 

１３時 １２００円 ５０歳以上の熟年男女 火曜日 
 ２０時 １５００円 どなたでも参加できます！ 

 水曜日 １５時 １２００円 どなたでも参加できます！ 
１３時 １２００円 女性ボウリング教室です 木曜日 
２０時 １５００円 どなたでも参加できます！ 

各教室とも約４０分のフリー投球練習の後、３ゲームを行います。コーチングにはセンター所属プ

ロの花本プロのほか、プロ協会認定インストラクターを含めたセンタースタッフが担当いたします。 

スポーレボウル活用法 
皆様のボウリングライフをよりプラスにするための、スポーレボウル活用法のご案内をいたします。 

オフィシャルハンディキャップ制度 
公認大会出場の際に、皆さまに付与されるハンディキャップです。オフィシャルハンデを

活用してあなたも大会で上位入賞も夢ではない！？  
あなたのオフィシャルハンディキャップは…。 

  （２００－１６５）× ８０％ ＝ ３５ × ８０％ ＝ ２８ピン となります。 
なお、計算にて小数点以下が発生した場合、小数点以下は切り捨てます。また、オフィシ

ャルハンディキャップの男子の上限は４０ピン、女子は４８ピンです。 
トップボウラー制度 

公認大会における消化ゲーム数・アベレージ・年齢によってポイントランキングを算出し、

翌月のゲーム料金に優遇を受けられる制度。ランキング上位に入らなくても、ゲーム数を一

定数消化するだけであなたのゲーム料金が安くなる！ 
センター代表でユニフォーム進呈 

ボウリング場協会主催大会へ当センター代表として県代表選手に選出され、全国大会出場

される方へ、センターロゴ、ご本人の名前入りのユニフォームを進呈いたします。さらに、

出場大会の開催１ヶ月前より、練習ゲーム料金を１ゲーム２５０円とさせていただきます。 

４月の団体予約状況：３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 
４月１４日 １７時より２０時ごろまで      １８レーンのご予約 
４月１５日 １１時３０分よりおよそ１時間半   １８レーンのご予約 
４月１６日 オープン（８時）から１９時前後まで 競技大会のため貸切 
４月２６日 １８時３０分よりおよそ１時間半   ２０レーンのご予約 
 



２００６年４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。 
４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) 
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 
8 (土) 19：00 JBC 月例記録会 6G ― JBC 会員記録会 

9 (日) 28：00 
20：00 

実業団連盟つくば支部練習会 
野口圭プロチャレンジマッチ 

6G 
３Ｇ 

― 
オフィシャル 

実業団つくば支部会員練習会 
会員 2,500 円 一般 2,800 円 

12(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 
16(日) 28：30 県連合会長杯ダブルス戦   実業団連盟大会 
19(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 

21(金) 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 

23(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 

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

５月上旬開催予定大会 

3 (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 
5 (金) 10：00 メンバーズ月例会 3G オフィシャル 会員大会 2,500 円 
7 (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 

※ 先月号の次月予定と一部異なる点がございます。あらかじめご注意ください。 
 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
２月２２日からの大会結果一覧です。３月２６日からの成績は５月号にて！ 
つくばＹＯＵワールド杯 2/22 

優 勝 湯原 浩一   ８５７（Ｈ／Ｃ１９） 
準優勝 柳堀 正夫   ８５０（Ｈ／Ｃ１０） 

第３位 山口 忍    ８３１（Ｈ／Ｃ ４） 
２月度マンスリーチャンピオン決定戦 2/26 

優 勝 川 光江      －（Ｈ／Ｃ２０） 
準優勝 昆野 正明     －（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 檜垣 智美     －（Ｈ／Ｃ１５） 

アサヒカップ 3/1 
優 勝 海老原 圭一  ９２２（Ｈ／Ｃ ６） 
準優勝 沖田 節    ８４７（Ｈ／Ｃ２４） 
第 3 位 角田 秀雄   ８４３（Ｈ／Ｃ１４） 

メンバーズ月例会 3/3 
優 勝 時枝 重司   ６３４（Ｈ／Ｃ２３） 
準優勝 佐藤 豊    ５９９（Ｈ／Ｃ２０） 
第３位 青山 政司   ５９３（Ｈ／Ｃ２６） 

花本正登プロチャレンジマッチ 3/5 
優 勝 海老原 圭一  ８９９（Ｈ／Ｃ ６） 
準優勝 吉川 俊朗   ８８０（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 昆野 正明   ８４３（Ｈ／Ｃ２７） 

つくばユーワールド杯 3/8 
優 勝 檜垣 智美   ９１５（Ｈ／Ｃ２１） 
準優勝 角田 秀雄   ９０２（Ｈ／Ｃ１１） 
第３位 山口 忍    ８６２（Ｈ／Ｃ １） 

レディース＆シニア月例会 3/12 
優 勝 昆野 正明   ６７３（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 沖田 節    ６０５（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 山中 潔    ５６７（Ｈ／Ｃ ５） 

野口圭プロチャレンジマッチ 3/15 
優 勝 中山 浩一   ８７７（Ｈ／Ｃ３４） 
準優勝 山口 忍    ８５６（Ｈ／Ｃ １） 
第３位 戸泉 康治   ８０４（Ｈ／Ｃ１２） 

プロショップ杯 3/17-19 
優 勝 昆野 正明   ６３４（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 湯原 浩一   ６２１（Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 昆野 正明   ６１０（Ｈ／Ｃ１０） 

コカ･コーラカップ 3/22 
優 勝 時枝 重司   ８５７（Ｈ／Ｃ１８） 
準優勝 藤沼 雅夫   ８４３（Ｈ／Ｃ１８） 
第 3 位 山口 忍    ８３１（Ｈ／Ｃ １） 

 


