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  旧年中は格別なご愛顧を賜り 

誠に有難うございました 
本年もスポーレボウル従業員一同 

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております 

これからも皆様に愛されるボウリング場を目指し 

より一層のサービス向上に努める所存でございます 

今後ともご指導 ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます 

従業員一同 

２００６年各月に行われた大会のトップを決するマンスリーチャンピオン決定戦。そのマンスリー

チャンピオン決定戦の上位選手の中から、栄光あるグランドチャンピオンを決します。 
  日 時  ： 平成１９年１月２１日（日曜日） 午後８時スタート 

   参加費  ： 会員４５００円 一般５０００円 
   大会方式 ： 予選６ゲーム（３ゲーム毎レーン移動・アメリカン方式） 
          決勝は予選上位５名によるシュートアウト方式（マンスリー決定戦と同方式） 
          当センター認定年齢性別ＨＤＣＰ採用 
   参加資格 ： ２００６年１月から１２月までの各マンスリーチャンピオン決定戦にて 

上位５位内入賞者（資格者は場内掲示板にて発表いたします） 
  表 彰  ： 優勝～第５位 Ｈ／Ｇ賞 その他参加賞がございます 

得割キャンペーン再び！ご好評につき１月９日からスタート！ 

 
 
 
 
 たくさんの皆さまにご利用いただいておりました「得割キャンペーン」がまたまた帰ってきます！

お仲間同士お誘いあわせいただき、ぜひご利用くださいませ！  

１月の団体予約状況（１２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 
１月１３日 １０時００分よりおよそ１時間半 ２０レーンのご予約 
１月１４日 １０時３０分よりおよそ１時間半 １５レーンのご予約 
      １３時３０分よりおよそ２時間弱 複数団体様ご利用のため断続的に最大１９レーン使用 
１月１９日 １０時１５分よりおよそ１時間半 団体ご予約による全レーン貸切のご予約 
１月２７日  ９時３０分よりおよそ１時間半 １６レーンのご予約 



２００７年１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。 
２００７年１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) 
5 (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 
7 (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 
10(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 

14(日) 20：00 つくばユーワールド杯 4G オフィシャル 会員・一般 2,800 円 
17(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 
20(土) 19：00 ＪＢＣスポーレクラブ月例会 6G 年齢性別 ＪＢＣ会員記録会 
21(日) 20：00 グランドチャンピオン決定戦 ６Ｇ 年齢性別 会員 4,500 円 一般 5,000 円 

24(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 
26(金) 20：30 ダブルスチャレンジマッチ ３Ｇ オフィシャル チーム 5,000 円 

28(日) 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 
31(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 

２００７年２月上旬開催予定大会 

2 (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 
4 (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 
7 (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 
２００６年１１月２４日からの大会結果一覧です。１２月２０日からの成績は２月号にて！ 
レディース＆シニア月例会 11/24 

優 勝 幸田 小夜子  ６０５（Ｈ／Ｃ１５） 
準優勝 角田 秀雄   ６０２（Ｈ／Ｃ ５） 

第３位 三浦 崇明   ５７２（Ｈ／Ｃ１０） 

つくばユーワールド杯 11/26 
優 勝 幸田 一之   ８３９（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 村松 昇    ８２９（Ｈ／Ｃ３２） 
第３位 湯原 浩一   ８１９（Ｈ／Ｃ１５） 

マンスリーチャンピオン決定戦 11/29 
優 勝 幸田 小夜子    －（Ｈ／Ｃ１５） 
準優勝 幸田 一之     －（Ｈ／Ｃ ０） 
第 3 位 檜垣 智美     －（Ｈ／Ｃ１５） 

アサヒカップ 12/1 
優 勝 藤井 真弓   ９９２（Ｈ／Ｃ ９） 
準優勝 昆野 正明   ８８８（Ｈ／Ｃ１８） 
第３位 村松 昇    ８３９（Ｈ／Ｃ３２） 

メンバーズ月例会 12/3 
優 勝 幸田 一之   ７１６（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 安川 潤    ７１３（Ｈ／Ｃ２５） 
第３位 角田 秀雄   ７０７（Ｈ／Ｃ１３） 

花本正登プロチャレンジマッチ 12/6 
優 勝 檜垣 守男   ９０１（Ｈ／Ｃ２８） 

準優勝 中田 賢二   ８６４（Ｈ／Ｃ１１） 
第３位 川 光江    ８５５（Ｈ／Ｃ１６） 

つくばユーワールド杯 12/10 
優 勝 中田 賢二   ６８７（Ｈ／Ｃ ８） 
準優勝 角田 秀雄   ６４１（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 昆野 正明   ６１９（Ｈ／Ｃ１４） 

野口圭プロチャレンジマッチ 12/13 
優 勝 小松 真志   ９０９（Ｈ／Ｃ ２） 
準優勝 海老原 圭一  ８５５（Ｈ／Ｃ ５） 
第 3 位 檜垣 智美   ８２４（Ｈ／Ｃ ５） 

コカ・コーラカップ 12/15 
優 勝 林 義男    ８２６（Ｈ／Ｃ２４） 
準優勝 村松 昇    ７８８（Ｈ／Ｃ２５） 

第３位 中田 賢二   ７８３（Ｈ／Ｃ ８） 

レディース＆シニア月例会 12/17 
優 勝 角田 秀雄   ６１０（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 昆野 正明   ６０１（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 村松 昇    ５８９（Ｈ／Ｃ１０） 

年末年始特別期間のご案内 

期間中営業時間    ゲーム料金（おはようボウル・ミッドナイトボウルはお休みとなります） 

１２月２９日      １０時～２７時  一般（高校生以上） ５００円／１ゲーム 
３０日～３１日   ８時～２７時  会員・中学生以下  ４５０円／１ゲーム 

  １月 １日      １０時～２７時    特別営業期間中はゲーム券・優待券・法人会員割引・ 
  １月 ２日～ ５日   ８時～２７時    アスリートクラブ料金・トップボウラー料金等の各種 
  １月 ６日～     平常どおり    割引サービスはご利用いただけません 


