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スポーレボウルをうまく活用して、ボウリングもうまくなれる方法！ 

スポーレボウルではいろいろなサポートプランをご用意いたしておりますが、

今回はボウリング教室や得割キャンペーンを活用してスキルアップを図る以外に

も、競技大会などに参加して試合の雰囲気を味わいながら、参加選手と相互に刺

激しあいながらスキルアップを図る方法をご紹介します！ 
トップボウラー制度 

公認大会における消化ゲーム数・アベレージ・年齢によってポイントランキン

グを算出し、翌月のゲーム料金に優遇を受けられる制度です。ランキング上位に

入らなくても、ゲーム数を一定数消化するだけであなたのゲーム料金が安くなるお得なサポートシス

テムです！ 
オフィシャルハンディキャップ（OHC）制度 

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、

ＯＨＣ制度を設けております。ＯＨＣは該当月直前３ヶ月の公認ゲームのアベレージから、ハンディ

キャップを算出するもので、当センターでは算出基準点を２００点と定め、以下のように定義してお

ります。 
ＯＨＣ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。 
ＯＨＣ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ＯＨＣのピン数となります。たとえばあなたが該当月直前の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、あなたのＯＨＣは…。 
（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、ＯＨＣの男子

の上限は４０ピン、女子は４８ピンです。 
ＯＨＣ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。ＯＨ 

Ｃ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。 
この他にも活用法いろいろ！スポーレでボウリングして、トクして巧くなってしまいましょう！ 

プロアマチャンピオンズリーグのセンター代表選考大会について 

茨城県ボウリング場協会主催の「プロアマチャンピオンズリーグ」に出場する選手を選考する大会

を、センターにて前月に開催する「メンバーズ月例会」にて上位入賞選手から優先的に出場権を付与

することといたしました。従いまして、チャンピオンリーグに出場をご希望の選手は、メンバーズ月

例会へお忘れなくご参加いただけますよう、ご案内いたします。 

４月の団体予約状況（３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 
４月 ７日 １０時００分よりおよそ１時間半   １８レーンのご予約 
４月１９日 １８時３０分よりおよそ１時間半   １５レーンのご予約 
４月２２日  ９時００分より１４時頃まで    競技大会のため１２レーン使用 

 なお、４月の後半には新学期のスタートのため、新たに団体様がご予約を入れられる場合がござい

ます。ご不明な点はフロントまでお問い合わせ下さい。 



２００７年４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。 
４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) 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 

8 (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 
13(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 

14(土) 19：00 JBC 月例記録会 6G － JBC 会員月例会 
15(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 
18（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 
20(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 

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 
27(金) 20：30 ダイドードリンコカップ 4G オフィシャル 会員 2,800 円 一般 3,200 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 

５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 
6 (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 
9 (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 
２００７年２月２５日からの大会結果一覧です。３月２８日からの成績は５月号にて！ 
つくばユーワールド杯 2/25 

優 勝 村松 とく   ８８３（Ｈ／Ｃ４８） 
準優勝 田中 宏樹   ８７６（Ｈ／Ｃ１４） 

第３位 青山 政司   ８６４（Ｈ／Ｃ２４） 
マンスリーチャンピオン決定戦 2/28 

優 勝 山口 忍      －（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 柳堀 正夫     －（Ｈ／Ｃ１０） 
第 3 位 藤井 真弓     －（Ｈ／Ｃ ５） 

アサヒカップ 3/2 
優 勝 幸田 小夜子  ８７８（Ｈ／Ｃ４０） 
準優勝 大橋 文夫   ８６７（Ｈ／Ｃ２０） 
第３位 中島 勝弘   ８６３（Ｈ／Ｃ２８） 

メンバーズ月例会 3/4 
優 勝 渡辺 俊昭   ６６９（Ｈ／Ｃ１３） 

準優勝 山口 忍    ６６５（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 湯原 浩一   ６３３（Ｈ／Ｃ１３） 

花本正登プロチャレンジマッチ 3/7 
優 勝 本多 等    ９６７（Ｈ／Ｃ１３） 
準優勝 松尾 嶺    ９３６（Ｈ／Ｃ１２） 
第３位 登坂 信彦   ９３０（Ｈ／Ｃ２４） 

つくばユーワールド杯 3/9 
優 勝 北村 干    ９１６（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 佐々木 隆一  ８９２（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 渡辺 俊昭   ８４８（Ｈ／Ｃ１０） 

ダブルスチャレンジマッチ 3/16 
優 勝 角田・昆野  １３３２（Ｈ／Ｃ３５） 
準優勝 渡辺夫妻   １２１６（Ｈ／Ｃ２８） 

第３位 角田・海老原 １２０３（Ｈ／Ｃ ５） 
野口圭プロチャレンジマッチ 3/21 

優 勝 時枝 重司   ８６９（Ｈ／Ｃ１９） 
準優勝 神立 明仁   ８６４（Ｈ／Ｃ１４） 
第３位 檜垣 智美   ８６２（Ｈ／Ｃ ７） 

コカ・コーラカップ 3/23 
優 勝 松尾 嶺    ８４０（Ｈ／Ｃ ９） 
準優勝 尾崎 英一   ８３２（Ｈ／Ｃ ３） 
第３位 檜垣 智美   ８２７（Ｈ／Ｃ ７） 

 

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。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は、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。 


