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皆さまおなじみの当センター専属プロである花本プロが７月に還暦を迎えられます。その花本プロ

が還暦を記念して、なんと１日で歳の数と同じ６０ゲームを投げてしまおうという、異例の記録に挑

戦します！６０ゲームのマラソンボウリングとなると、運動量は４２．１９５キロのフルマラソン以

上、投球するボールの重量は延べ６．５トンというとてつもない記録に花本プロが挑みます。 
また、還暦記念のチャレンジマッチも開催！日本ボウリング界のグランドシニア、永久シードとし

ても有名な「矢島純一プロ」を招いてのチャレンジマッチを開催予定です。これはもう、見逃してし

まう理由の見当たらないイベントです！ぜひぜひ、ご観覧・ご参加ください！ 

花本プロ・６０ゲームマラソンボウリング！伴走者大募集！ 

７月１日の朝９時から、花本プロが１日で歳の数だけ、つまり６０ゲームを投げ

きるという前代未聞のマラソンボウリングに挑戦いたします。朝９時から深夜０時

までの時間に１時間に約４ゲームのペースで６０ゲームに挑戦するというこの企画、

ぜひお見逃しなく！ 
また今回のチャレンジに際して、１時間ごとに花本プロとともに応援投球をして

いただく伴走投球者を募集いたします。応援伴走投球は各時間５名ずつ、合計７５

名さまのご参加を募集いたします。企画の詳しい内容、募集方法等につきましては

ボウリング場内・ホームページにて後日ご案内をさせていただく予定でございます。 

花本プロ・還暦記念チャレンジマッチ！矢島純一プロも参戦！ 

７月２日はみなさまお馴染みの花本プロの誕生日です。それも今年は還暦を迎え

られる記念の誕生日を盛大に記念チャレンジマッチとして開催いたします。大会は

午後３時と午後８時の２大会を開催する予定で、さらに今回は豪華ゲスト！日本ボ

ウリング界の先駆者であり、永久シードプロでもある「矢島純一プロ」をお招きし

ての大会でございます。 
大会お申し込みはお得な前売り券の販売を予定いたしております。こちらの大会

につきましても、券売等の詳細はボウリング場内・ホームページにて後日ご案内を

させていただく予定でございます。ぜひ皆様お誘いあわせのうえ、またとないチャンスにご参加くだ

さい！ 

６月の団体予約状況（５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 
６月１７日  ９時３０分よりおよそ２時間    全レーン貸切のご予約 
      １３時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
６月１９日 １０時３０分よりおよそ１時間半   ２０レーンのご予約 
６月２４日  ９時３０分よりおよそ２時間    全レーン貸切のご予約 

 ６月１日（金）朝１０時より８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６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。 
６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 (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) 20：30 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 

6 (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 
8 (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 
9 (土) 19：00 JBC 月例会 6G － JBC 会員記録会 
13(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 

15(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 

17（日) 20：00 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 

20（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 
24(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 
27(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 

29(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 

７月上旬開催予定大会 

1 (日) 09：00 花本プロ・還暦の挑戦！60 ゲームマラソンボウリング 伴走者募集！詳細は紙面にて 

2 (月) 15：00 
20：00 

花本プロ還暦記念チャレンジマッチ 

（矢島純一プロも応援参戦されます） 
３Ｇ オフィシャル 

前売り券販売特割 

会員 2,500 円 一般 2,800 円 

4 (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 
※ 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４月２５日からの大会結果一覧です。５月２０日からの成績は７月号にて！ 
つくばユーワールド杯 4/25 

優 勝 青山 政司   ９１６（Ｈ／Ｃ１７） 
準優勝 柳堀 正夫   ８８５（Ｈ／Ｃ１０） 

第３位 本多 等    ８８０（Ｈ／Ｃ ８） 
ダイドードリンコカップ 4/27 

優 勝 尾崎 英一   ８７５（Ｈ／Ｃ ４） 
準優勝 藤井 真弓   ８６８（Ｈ／Ｃ ８） 
第３位 羽山 嘉三   ８３１（Ｈ／Ｃ ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 4/29 
優 勝 藤井 真弓     －（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 檜垣 智美     －（Ｈ／Ｃ１５） 
第 3 位 北村 干      －（Ｈ／Ｃ ５） 

アサヒカップ 5/2 
優 勝 昆野 正明   ９８２（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 藤井 真弓   ８９７（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 青山 政司   ８４９（Ｈ／Ｃ１６） 

メンバーズ月例会 5/6 
優 勝 檜垣 智美   ６４１（Ｈ／Ｃ ３） 

準優勝 山中 潔    ６２９（Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 藤井 真弓   ６２０（Ｈ／Ｃ ０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 5/9 
優 勝 遠藤 広久   ９２２（Ｈ／Ｃ２４） 
準優勝 松尾 嶺    ８７９（Ｈ／Ｃ ４） 
第３位 檜垣 智美   ８０６（Ｈ／Ｃ ３） 

ダイドードリンコカップ 5/11 
優 勝 尾崎 英一   ８６５（Ｈ／Ｃ ２） 
準優勝 柳堀 正夫   ８６３（Ｈ／Ｃ１２） 
第３位 中田 賢二   ８３９（Ｈ／Ｃ ４） 

野口圭プロチャレンジマッチ 5/13 
優 勝 藤井 真弓   ８７８（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 沖田 節    ８４６（Ｈ／Ｃ１２） 
第３位 林 義男    ７７９（Ｈ／Ｃ２１） 

つくばユーワールド杯 5/16 
優 勝 神立 明仁   ９２３（Ｈ／Ｃ１６） 
準優勝 広瀬 哲夫   ８７７（Ｈ／Ｃ３６） 

第３位 柳堀 正夫   ８３７（Ｈ／Ｃ ９） 
コカ・コーラカップ 5/18 

優 勝 阿部 健治   ８８７（Ｈ／Ｃ２４） 
準優勝 松尾 ルリ子  ８７２（Ｈ／Ｃ２２） 
第３位 松尾 嶺    ８４５（Ｈ／Ｃ ４） 

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。 


