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梅雨の時期こそ屋内スポーツ・ボウリング！ 
 雨が多く、なかなかスポーツをする機会に恵まれないこの季節こそ、ボウリングで汗を流しましょ

う！スポーレボウルでは定期的なスポーツボウリングをサポートするメニューを各種用意しており

ます。 そのうちのひとつ、ボウリング教室のラインナップをご紹介します。 
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！ 

 運動不足になりがちなこの季節、ぜひスポーツとしてのボウリングにチャレンジしてみてはいかが

ですか？夏バテ予防に今から取り組んでいきましょう！ 

オフィシャルハンディキャップを獲得しよう！ 
スポーレボウルではメンバーの皆様のボウリングライフ、大会などでのご活躍をサポートするため、

オフィシャルハンディキャップ制度を設けております。該当月直前３ヶ月の公認ゲームのアベレージ

から算出するもので、算出基準点を２００点と定め、以下のように定義しております。 
オフィシャルハンディキャップ獲得条件： 

該当月直前３ヶ月間に公認ゲームを９ゲーム以上消化していること。 
ハンディキャップ算出方法： 

該当月直前３ヶ月間の公認ゲーム９ゲーム以上のアベレージを基準点の２００点から引き、その数

字の８０％が該当月のオフィシャルハンディキャップのピン数となります。 
たとえば該当月直前の３ヶ月間に９ゲーム以上を消化し、そのアベレージが１６５であった場合の

オフィシャルハンディキャップは以下のようになります。 
 （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。 
オフィシャルハンディキャップは１ヶ月ずっとそのまま？ 

基本的に、その月は同じハンディキャップ点数を各大会にて使用することができます。 
オフィシャルハンディキャップを使用する大会において、上位５名に入賞された選手は、そのハン

ディキャップの２割をカットさせていただきます。 

７月の団体予約状況：６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 
７月 ２日  ９時００分よりおよそ１時間半 全レーン貸切のご予約 
７月 ４日 １０時３０分よりおよそ１時間半 １５レーンのご予約 
７月 ９日  ９時００分よりおよそ１時間半 全レーン貸切のご予約 
７月１４日 １８時００分よりおよそ１時間半 全レーン貸切のご予約 
７月３０日  ９時００分よりおよそ１時間半 １７レーンのご予約 
 
 



２００６年７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。 
７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 
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 

8 (土) 19：00 JBC スポーレクラブ月例会 6G ― JBC 会員月例記録会 
9 (日) 19：00 JBC 交流大会 4G 年齢性別 JBC 会員他支部交流大会 
12(水) 20：30 つくばユーワールド杯 3G オフィシャル 会員・一般 2,500 円 
14(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 

15(土) 15：00 JBC Jr. 教室 ― ― JBC ジュニア会員教室 
19(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 
21(金) 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 

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 つくばユーワールド杯 3G オフィシャル 会員・一般 2,500 円 
28(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 

８月上旬開催予定大会 

2 (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 
4 (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 
6 (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 
５月２４日からの大会結果一覧です。６月２１日からの成績は８月号にて！ 
コカ･コーラカップ 5/24 

優 勝 三浦 崇明   ７９３（Ｈ／Ｃ１５） 
準優勝 沖田 節    ７７１（Ｈ／Ｃ ８） 
第３位 檜垣 智美   ７６５（Ｈ／Ｃ１２） 

つくばユーワールド杯 5/28 
優 勝 北村 干    ９４１（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 神立 明仁   ８１８（Ｈ／Ｃ１５） 
第 3 位 海老原 圭一  ８０４（Ｈ／Ｃ ４） 

マンスリーチャンピオン決定戦 5/31 
優 勝 山口 忍      －（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 海老原 圭一    －（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 沖田 節      －（Ｈ／Ｃ１０） 

アサヒカップ 6/2 
優 勝 角田 秀雄   ９００（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 村松 昇    ８７３（Ｈ／Ｃ３９） 
第３位 藤沼 雅夫   ８４１（Ｈ／Ｃ１８） 

メンバーズ月例会 6/4 
優 勝 山口 忍    ６１３（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 広瀬 哲男   ６０４（Ｈ／Ｃ４０） 
第３位 川 光江    ６０１（Ｈ／Ｃ２５） 

つくばユーワールド杯 6/7 
優 勝 海老原 圭一  ８３９（Ｈ／Ｃ ２） 
準優勝 山口 忍    ８２６（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 照井 重    ８１４（Ｈ／Ｃ ９） 

野口圭プロチャレンジマッチ 6/11 
優 勝 尾崎 英一   ８０８（Ｈ／Ｃ１１） 
準優勝 北村 干    ７９５（Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 山中 潔    ７８１（Ｈ／Ｃ ５） 

コカ･コーラカップ 6/14 
優 勝 柳堀 正夫   ８５３（Ｈ／Ｃ１６） 
準優勝 山口 忍    ８５２（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 青山 政司   ８１９（Ｈ／Ｃ１６） 

花本正登プロチャレンジマッチ 6/16 
優 勝 海老原 圭一  ９２４（Ｈ／Ｃ ２） 
準優勝 神立 明仁   ８８２（Ｈ／Ｃ１７） 
第 3 位 登坂 信彦   ８３１（Ｈ／Ｃ２４） 

レディース＆シニア月例会 6/18 
優 勝 三浦 崇明   ６４８（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 柳堀 正夫   ６１２（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 昆野 正明   ５２３（Ｈ／Ｃ１０） 

 


