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ＰＢＡドリームチャレンジマッチｉｎつくば 
 

 
 ９月１７日に開催されたＰＢＡドリームチャレンジマッチは、たくさん

のみなさまのご参加をいただいて、盛大に開催することが出来ました。ご

参加いただいたボウラーのみなさま、ありがとうございました！当日は昼

の部と夜の部の間の時間に、ミカ＝コイブニエミプロのトリックプレーも

飛び出すなど、会場は大いに盛り上がりました。ご参加いただいた選手の

みなさま、お集まりいただいたみなさま、ありがとうございました。 
 ＝当日の大会結果＝ （選手名敬称略） 

 ［昼の部］ 優 勝  井浦 敏之  ６２６（３６） 
        準優勝  中島 勝弘  ６２２（２８） 
        第３位  本田 融   ６０５（２４） 
  ［夜の部］ 優 勝  中田 賢二  ８１１（１６） 
        準優勝  海老原圭一  ６６１（ ６） 
        第３位  土屋 昭   ６５９（３０） 

 △左からノームデュークプロ、花本正登プロ、ミカコイブニエミプロのスリーショット。ミカプロは身長なんと１９２ｃｍ！ 

秋本番！スポーツの秋をポジティブに過ごしてみませんか？ 

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。 

１０月の団体予約状況（９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 
１０月 ８日 １１時３０分よりおよそ１時間半 ２０レーンのご予約 
１０月 ９日 オープンより１５時前後まで   大会開催のため全レーン貸切 
１０月１５日 １０時００分よりおよそ１時間半 ２０レーンのご予約 
１０月２２日 １０時００分よりおよそ１時間半 全レーン貸切のご予約 

１１時３０分よりおよそ１時間半 全レーン貸切のご予約 
１０月２８日 オープンより正午１２時前後まで 全レーン貸切のご予約 

 



２００６年１０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。 
１０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 (日) 09：00 
20：00 

ABBF つくば支部練習会 

アサヒカップ 

― 
4G 

― 
オフィシャル 

実業団つくば支部練習会 
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 

9 (月) 10：00 プロアマチャンピオンズリーグ 6Ｇ オフィシャル センター対抗トリオ戦 

11(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 

18(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 

21(土) 15：00 JBC Jr. 教室 ― ― JBC ジュニア会員教室 
20(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 
22(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 
25(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 
29(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 

１１月上旬開催予定大会 

1 (水) 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 (日) 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 (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 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
８月２３日からの大会結果一覧です。９月２２日からの成績は１１月号にて！ 
野口圭プロチャレンジマッチ 8/23 

優 勝 佐々木 隆一  ９００（Ｈ／Ｃ１９） 
準優勝 山口 忍    ８２７（Ｈ／Ｃ ０） 

第３位 海老原 圭一  ８０７（Ｈ／Ｃ ４） 

レディース＆シニア月例会 8/27 
優 勝 三浦 崇明   ５９９（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 柳橋 正夫   ５７０（Ｈ／Ｃ１０） 
第 3 位 青山 政司   ５６４（Ｈ／Ｃ ５） 

マンスリーチャンピオン決定戦 8/30 
優 勝 山口 忍      －（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 角田 秀雄     －（Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 佐々木 隆一    －（Ｈ／Ｃ ０） 

アサヒカップ 9/1 
優 勝 幸田 一之   ９２１（Ｈ／Ｃ２３） 
準優勝 昆野 正明   ８７６（Ｈ／Ｃ２４） 
第３位 五十嵐 瑞恵  ８５４（Ｈ／Ｃ１８） 

メンバーズ月例会 9/3 
優 勝 藤沼 雅夫   ６２５（Ｈ／Ｃ１６） 
準優勝 昆野 正明   ６１７（Ｈ／Ｃ１９） 
第３位 柳堀 正夫   ６０５（Ｈ／Ｃ ８） 

花本正登プロチャレンジマッチ 9/6 
優 勝 神立 明仁   ８８６（Ｈ／Ｃ１３） 
準優勝 海老原 圭一  ８４４（Ｈ／Ｃ ６） 
第３位 中島 勝弘   ８２７（Ｈ／Ｃ２２） 

つくばユーワールド杯 9/10 
優 勝 尾崎 英一   ８７２（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 藤井 真弓   ８６５（Ｈ／Ｃ１２） 
第 3 位 磯貝 和伸   ８５９（Ｈ／Ｃ ０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 9/13 
優 勝 青山ペア   １２１６（Ｈ／Ｃ４３） 
準優勝 山口・五十嵐 １２１１（Ｈ／Ｃ１１） 
第３位 海老原・角田 １１６３（Ｈ／Ｃ１０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 9/15 
優 勝 檜垣 智美   ９０９（Ｈ／Ｃ ９） 
準優勝 尾崎 英一   ８４８（Ｈ／Ｃ ９） 

第３位 佐々木 隆一  ８２８（Ｈ／Ｃ１３） 

つくばユーワールド杯 9/20 
優 勝 本多 等    ９２５（Ｈ／Ｃ２９） 
準優勝 中田 賢二   ８７８（Ｈ／Ｃ１６） 
第３位 山田 武子   ８６８（Ｈ／Ｃ２５） 

 

 

 
 
 

３ゲーム１０００円パックと２時間投げ放題の両コースが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！ 


