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ゴールデンウィーク・営業時間のお知らせ 
 今年のゴールデンウィーク、スポーレボウルは以下の時間帯で営業いたします。 
          オープン   クローズ   料金 
 ４月２８日    あさ１０時  深夜 ３時  平日料金（おはようボウル正午まで） 
   ２９日    あさ ８時  深夜 ３時  日祭日料金（おはようボウルあさ１０時まで） 
   ３０日    あさ ８時  深夜 ２時  日祭日料金（おはようボウルあさ１０時まで） 
 ５月 １日    あさ１０時  深夜 ２時  平日料金（おはようボウル正午まで） 
    ２日    あさ１０時  深夜 ３時  平日料金（おはようボウル正午まで） 
    ３日～５日 あさ ８時  深夜 ３時  日祭日料金（おはようボウルあさ１０時まで） 
 ５月 ６日    あさ ８時  深夜 ２時  日祭日料金（おはようボウルあさ１０時まで） 

また、期間中は大変な混雑が予想されますので、早朝・深夜など比較的空いている時間帯をご利用

くださいますよう、ご案内申し上げます。混雑状況などについてのお問い合わせは、お電話にて承り

ます。電話０２９－８３９－５６５６。なお、レーンご予約などについてはお受けできません。あら

かじめご了承ください。 

コカ・コーラカップ、ダイドードリンコカップがリニューアル！ 

現在、ソフトドリンクを賞品に開催いたしております

「コカ･コーラカップ」と「ダイドードリンコカップ」の

大会賞品をこのたび、大幅にリニューアルいたします！現

在、賞品を手にするチャンスは優勝から第五位、そして飛

び賞に入賞された各選手だけでしたが、協賛いただいてい

るコカ･コーラボトリング社、ダイドードリンコ社の提供

のもと、５月の大会からはこれまでの各賞に入賞した選手

以外の出場者全員に、もれなく「スポンサー賞」として賞

品をご用意できることとなりました。 
ますますお得になるこの大会、皆さまのご参加をお待ち

いたしております！ 

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。 

５月の団体予約状況（４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 
５月１０日 １９時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
５月１２日  ８時３０分よりおよそ１時間半   １７レーンのご予約 
５月２０日 １０時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
５月２３日 ２１時００分よりおよそ２時間    全レーン貸切のご予約 
５月２４日 １８時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
５月３０日 １８時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

 ５月１日より７月分の団体ご予約の受付を開始いたします。ボウリング場フロント、もしくはお電

話にてお申し込み下さい。Ｅメールでのご予約は受付いたしておりません。予めご了承下さい。 



２００７年５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。 
５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 (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 

11(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 

12(土) 19：00 JBC 月例会 6G － JBC つくば支部月例記録会 

13(日) 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 

16(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 
18(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 

20（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 
25（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 
27(日) 20：00 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 

30(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 

６月上旬開催予定大会 

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 

※ メンバーズ月例会は翌月開催の「茨城県ボウリング場協会主催・プロアマチャンピオンズリーグ(以下ＧＰ)

の予選会を兼ねております。ＧＰ参戦をご希望の方は、お忘れの無いようご参加下さい。 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
２００７年３月２８日からの大会結果一覧です。４月２５日からの成績は６月号にて！ 
つくばユーワールド杯 3/28 

優 勝 神立 明仁   ８６９（Ｈ／Ｃ１１） 
準優勝 昆野 正明   ８４０（Ｈ／Ｃ１１） 

第３位 尾崎 英一   ８２６（Ｈ／Ｃ ４） 
マンスリーチャンピオン決定戦 3/30 

優 勝 檜垣 智美     －（Ｈ／Ｃ１５） 
準優勝 小松 真志     －（Ｈ／Ｃ ５） 
第 3 位 川 光江      －（Ｈ／Ｃ２０） 

アサヒカップ 4/1 
優 勝 藤井 真弓   ９０３（Ｈ／Ｃ ８） 
準優勝 松下 文明   ８８２（Ｈ／Ｃ２７） 
第３位 西野 貴志   ８８０（Ｈ／Ｃ２８） 

メンバーズ月例会 4/4 
優 勝 檜垣 智美   ６９９（Ｈ／Ｃ ４） 

準優勝 尾崎 英一   ６７０（Ｈ／Ｃ ４） 
第３位 渡辺 俊昭   ６５５（Ｈ／Ｃ ９） 

花本正登プロチャレンジマッチ 4/6 
優 勝 登坂 信彦   ９２８（Ｈ／Ｃ１１） 
準優勝 檜垣 守男   ９２４（Ｈ／Ｃ２０） 
第３位 青山 政司   ８９１（Ｈ／Ｃ２２） 

つくばユーワールド杯 4/8 
優 勝 村松 とく   ８６８（Ｈ／Ｃ４８） 
準優勝 藤沼 雅夫   ８４１（Ｈ／Ｃ２０） 
第３位 尾崎 英一   ７８４（Ｈ／Ｃ ４） 

ダブルスチャレンジマッチ 4/13 
優 勝 檜垣夫妻   １３３５（Ｈ／Ｃ２０） 
準優勝 広瀬・三浦  １３１７（Ｈ／Ｃ４９） 

第３位 北村・小松  １３０５（Ｈ／Ｃ ５） 
レディース＆シニア月例会 4/15 

優 勝 柳堀 正夫   ５９５（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 沖田 節    ５６８（Ｈ／Ｃ１０） 
第３位 藤沼 雅夫   ５６４（Ｈ／Ｃ ５） 

コカ・コーラカップ 4/18 
優 勝 檜垣 智美   ９０７（Ｈ／Ｃ ４） 
準優勝 中田 賢二   ９０３（Ｈ／Ｃ ８） 
第３位 広瀬 哲男   ８４１（Ｈ／Ｃ３１） 

野口圭プロチャレンジマッチ 4/20 
優 勝 登坂 信彦   ８６３（Ｈ／Ｃ２７） 
準優勝 檜垣 守男   ８５９（Ｈ／Ｃ ４） 
第３位 青山 政司   ８５９（Ｈ／Ｃ１２） 

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。 


