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レクリエーションに最適なスポーツ“ボウリング”！ 

スポーレボウルでは団体レクリエーションのひとつとして、ボウリングを

オススメいたしております。天候に左右されず、お一人様あたりのご費用の

負担も少なくすむボウリングは、老若男女を問わずお楽しみいただけるスポ

ーツです。子供会やスポーツ少年団、会社や学校などでのご利用をお待ちい

たしております。当センターでは開催日の該当する月の前々月より、団体ご

利用のご予約を受付いたしております。なお、３月１日より５月分のご予約

受付を開始いたします。 
ボウリングを団体ご予約でプレーすると、こんなおトクが！ 

・ ２ゲーム以上のご予約でワンドリンクサービス！ 

・ ３ゲーム以上のご予約でお一人様１００円割引！ 

・ 子ども会・スポーツ少年団などでご予約の場合には、次回ご家族やお友達同士でご来場の際にご利

用いただけるレンタルシューズのサービスチケットをプレゼント！ 
 レーンのご予約はボウリング場フロント、もしくはお電話にて承っております。また、レーンの混

雑状況によってはお受けできない場合もございますので、お早目のご予約をお勧めいたしております。 

健康スポーツの入門に「ボウリング教室」を活用しよう！ 

スポーレボウルではウィークデーの昼と夜の２回、ボウリング教室を開催いたしております。セン

ターに所属する２名のプロボウラーをはじめ、インストラクターを含むスタッフが皆さまのボウリン

グライフをサポートいたします。ボウラーそれぞれの技術に合わせた指導を行うスタイルの教室です

ので、下記の各教室の中からご都合の良い、お好きな時間帯を選んでご参加いただくことが可能です。 
マイボール・マイシューズを持っていなくても大丈夫！初心者の方はもちろん、ベテランの方まで

楽しくボウリングをしていただける教室です。ぜひご参加下さい。 
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！ 

ボウリング教室は２時間弱の所要時間となっております。開催日が祝祭日にあたる場合にはお休み

となります。スタートから約４０分間のフリー投球練習の後、３ゲームの実践練習を行います。 

３月の団体予約状況（２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 
３月 ３日  ９時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
      １３時００分よりおよそ１時間半   １５レーンのご予約 
３月 ７日 １８時００分よりおよそ２時間弱   全レーン貸切のご予約 
３月１１日  ９時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
３月２３日 １８時３０分よりおよそ１時間半   １７レーンのご予約 
３月２６日 １０時００分より１３時３０分頃まで 全レーン貸切のご予約 

 
 



２００７年３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。 
３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 (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 

9 (金) 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 
10(土) 19：00 ＪＢＣスポーレクラブ月例会 3G 年齢性別 ＪＢＣ会員記録会 
16(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 

17(土) 15：00 ＪＢＣ Jr.教室 － － ＪＢＣジュニア会員教室 
21(水) 20：00 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(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 
25(日) 12：00 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 
28（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 
30(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 

４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 
２００７年１月２６日からの大会結果一覧です。２月２５日からの成績は４月号にて！ 
ダブルスプロチャレンジマッチ 1/26 

優 勝 小松・北村  １２８２（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 昆野・中島  １２３７（Ｈ／Ｃ３７） 

第３位 尾崎・神立  １２１９（Ｈ／Ｃ１７） 
コカ・コーラカップ 1/28 

優 勝 柳堀 正夫   ８２６（Ｈ／Ｃ１１） 
準優勝 神立 明仁   ７７９（Ｈ／Ｃ ９） 
第３位 中島 勝弘   ７７７（Ｈ／Ｃ２０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 1/31 
優 勝 藤井 真弓     －（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 海老原 圭一    －（Ｈ／Ｃ ０） 
第 3 位 湯原 浩一     －（Ｈ／Ｃ ５） 

アサヒカップ 2/1 
優 勝 北村 干    ８３５（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 小松 真志   ８１７（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 中島 勝弘   ７９９（Ｈ／Ｃ２８） 

メンバーズ月例会 2/4 
優 勝 藤沼 雅夫   ６２５（Ｈ／Ｃ１８） 

準優勝 山中 潔    ５９０（Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 柳堀 正夫   ５７８（Ｈ／Ｃ１０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 2/7 
優 勝 海老原 圭一  ８７９（Ｈ／Ｃ ４） 
準優勝 山口 忍    ８６０（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 檜垣 守男   ８３０（Ｈ／Ｃ２０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 2/11 
優 勝 松尾 ルリ子  ８７２（Ｈ／Ｃ２２） 
準優勝 檜垣 智美   ８３６（Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 柳橋 健一   ８２４（Ｈ／Ｃ ９） 

つくばユーワールド杯 2/14 
優 勝 神立 明仁   ８４４（Ｈ／Ｃ１３） 
準優勝 湯原 浩一   ８１２（Ｈ／Ｃ１２） 
第３位 海老原 圭一  ７９１（Ｈ／Ｃ ４） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 2/16 
優 勝 尾崎・神立  １２８２（Ｈ／Ｃ１５） 
準優勝 角田・昆野  １２２２（Ｈ／Ｃ４０） 

第３位 角田・海老原 １２１８（Ｈ／Ｃ ９） 
コカ・コーラカップ 2/18 

優 勝 角田 秀雄   ８８２（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 小松 真志   ８８０（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 中島 勝弘   ８４２（Ｈ／Ｃ１７） 

スポーレボウル・ボール用貸ロッカーをご利用のお客様へ 

スポーレボウルでは２００７年２月より、「貸ロッカー」の継続ご利用・新規ご利用の際のお申し

込み方法を変更させていただきます。今後、新規お申し込み時、または継続お申し込み時に毎回、お

申込用紙をご記入いただく方式へとなりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。また、契約

期間の満了が近い方や既に満了されているお客様へは、お手紙にて契約更新のご案内を送付させてい

ただいております。お早めにお手続きをいただけますよう、お願い申し上げます。 


