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ＰＢＡドリームチャレンジマッチｉｎつくば 
 

 ジャパンカップ参戦のために来日中の本場アメリカＰＢＡのプロ

ボウラーがスポーレボウルへやってきます！スポーレボウルでは昼

と夕方の２回、３ゲームの大会を開催予定です。今回の大会から、

茨城県ボウリング上協会の公認アベレージをお持ちの方であれば、

アベレージハンディキャップを使用できるようになります。各回と

も定員に達し次第、受付を締め切りとさせていただきますので、お

早めにお申し込みください！ 
 当日は以下の要領で大会を進行いたします。 
    開催日時： ９月１７日 午後２時３０分スタート 
                午後６時００分スタート 
    参加費 ： 一般３０００円 会員２５００円 
          茨城県ボウリング場協会加盟センターで会員登録をされている方は会員料金にて大会へご参加いただけます！ 
    試合方法： ３ゲームトータル・アメリカン方式・アベレージハンディキャップ採用 
            アベレージハンディキャップとは当センターでのオフィシャルハンディキャップと 
            同意です。２００ピンを基準にアベレージとの差分の８０％をご利用いただけます 
    表 彰 ： 優勝～第５位・飛び賞・ブービー賞・ハイゲーム賞 
          ＰＢＡプロ両氏の平均点を超えた選手へは勝利者賞もあります！ 

９月１日より、得割キャンペーンがデイタイムへ進出です！ 

 
 
 
 
 ご好評をいただいている深夜得割キャンペーンが平日のデイタイムにも進出！３ゲーム１０００

円パックと２時間投げ放題の両コースが、９月１日より、祭日を除く月曜日から金曜日の朝１０時か

ら夕方５時までの間でお楽しみいただけるようになります。ぜひご利用ください！ 

９月の団体予約状況（８月末時点・レーン大半を使用する団体のみ掲載） 
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 
９月 ６日 １８時２０分よりおよそ１時間半 １８レーンのご予約 
９月 ７日 １８時２０分よりおよそ１時間半 １８レーンのご予約 
９月１４日 １８時００分よりおよそ１時間半 １６レーンのご予約 
９月１７日 １４時００分より２１時過ぎまで ＰＢＡドリームチャレンジのため 
９月２３日 １７時３０分よりおよそ２時間  全レーン貸切のご予約 
９月２８日 １３時３０分よりおよそ１時間半 ２０レーンのご予約 
９月３０日  ９時３０分より１３時過ぎまで 全レーン貸切のご予約 
      １７時３０分よりおよそ２時間  全レーン貸切のご予約 



２００６年９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。 
９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 (金) 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 (日) 20：00 メンバーズ月例会 3G オフィシャル 会員大会 2,500 円 
6 (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 

10(日) 20：30 つくばユーワールド杯 4G オフィシャル 会員・一般 2,800 円 
13(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 

15(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 

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

17(日) 
14：30 

18：00 
PBA ドリームチャレンジ in つくば ３Ｇ オフィシャル 会員 2,500 円 一般 3,000 円 

20(水) 20：30 つくばユーワールド杯 4G オフィシャル 会員・一般 2,800 円 
23(土) 19：00 JBC スポーレクラブ月例会 6G ― JBC 会員記録会 
24(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 
27(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 
29(水) 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 

１０月上旬開催予定大会 

1 (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 
4 (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 
6 (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 
７月２１日からの大会結果一覧です。８月２３日からの成績は１０月号にて！ 
野口圭プロチャレンジマッチ 7/21 

優 勝 檜垣 守男   ８５６（Ｈ／Ｃ２８） 
準優勝 坂本 美千男  ８５０（Ｈ／Ｃ ５） 

第３位 川 光江    ８１１（Ｈ／Ｃ２２） 

レディース＆シニア月例会 7/23 
優 勝 粢 正巳    ６００（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 山中 潔    ５４１（Ｈ／Ｃ ５） 
第 3 位 三浦 崇明   ５３７（Ｈ／Ｃ１０） 

つくばユーワールド杯 7/26 
優 勝 沖田 節    ７０１（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 尾崎 英一   ６６３（Ｈ／Ｃ１２） 
第 3 位 湯原 浩一   ６５１（Ｈ／Ｃ ９） 

マンスリーチャンピオン決定戦 7/28 
優 勝 藤井 真弓     －（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 柳堀 正夫     －（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 林 義男      －（Ｈ／Ｃ１０） 

アサヒカップ 8/2 
優 勝 山口 忍    ９４５（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 角田 秀雄   ９３７（Ｈ／Ｃ ９） 
第３位 幸田 小夜子  ８４０（Ｈ／Ｃ３６） 

メンバーズ月例会 8/4 
優 勝 檜垣 守男   ６８０（Ｈ／Ｃ３０） 
準優勝 柳堀 正夫   ６４１（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 海老原 圭一  ６３０（Ｈ／Ｃ ４） 

花本正登プロチャレンジマッチ 8/6 
優 勝 沖田 節    ９２３（Ｈ／Ｃ１４） 
準優勝 登坂 信彦   ８５２（Ｈ／Ｃ２０） 
第３位 中島 勝弘   ８４６（Ｈ／Ｃ２９） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 8/9 
優 勝 湯原・中田  １２７９（Ｈ／Ｃ３５） 
準優勝 川・山口   １２３８（Ｈ／Ｃ２４） 
第 3 位 尾崎・神立  １１７１（Ｈ／Ｃ２５） 

つくばユーワールド杯 8/18 
優 勝 柳堀 正夫   ８４６（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 村松 昇    ８２０（Ｈ／Ｃ２８） 
第３位 東 和則    ８２０（Ｈ／Ｃ３４） 

コカ･コーラカップ 8/20 
優 勝 角田 秀雄   ８８４（Ｈ／Ｃ ９） 
準優勝 檜垣 智美   ８４７（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 藤井 賢一   ８３３（Ｈ／Ｃ ０） 

 


