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７月２日に還暦を迎えられる花本プロ。還暦のお祝いを記念チャレンジ

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」が花本プロのお祝いのために緊

急参戦！また、皆様おなじみの野口プロも参戦されます。見逃せない大会

となること間違いありません！ 
開催日時 ： ７月２日（月曜日） １５時スタートの部 

                             ２０時スタートの部 
試合方式 ： ３ゲームアメリカン方式 

花本プロ・矢島プロ・野口プロは１ゲームごとに 
レーンを移動いたします 

    参加費  ： 前売券 会員２５００円 一般２８００円 
     当日券 会員２８００円 一般３２００円 
     前売券を購入の方はレーンをご指定いただけます 
     （先着お申し込み順となります） 

花本プロ・６０ゲームマラソンボウリングに挑戦！ 
７月１日の朝９時から、花本プロが１日で歳の数だけ、なんと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！ 

つくばユーワールド杯に新しいゲーム方式を採用いたします！ 

現在、月に２度開催いたしております「つくばユーワールド杯」のうち、下旬の大会を新しいゲー

ム方式（１ゲームドロップ方式）にて開催いたします。 
本大会にて採用する１ゲームドロップ方式とは、４ゲームのうちから最低スコアゲームをドロップ

（破棄）した３ゲームトータルスコアによる順位決定を行う方式です。これまでよりもハイスコア、

そして展開の読めないスリリングなゲームになります！ご期待ください！ 

７月の団体予約状況（６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 
７月 １日 １０時００分よりおよそ１時間半   ２３レーンのご予約 
７月 ２日 １５時００分よりおよそ２時間    競技大会のため貸切です 
      ２０時００分よりおよそ２時間    競技大会のため貸切です 
７月 ７日 １３時００分よりおよそ１時間半   １７レーンのご予約 
７月１０日 １６時３０分よりおよそ１時間半   １５レーンのご予約 
７月１４日 １３時００分よりおよそ１時間半   １５レーンのご予約 

１８時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
   ７月２０日 １８時３０分から２１時頃まで    非常に混雑が予想されます 
   ７月２１日 １０時００分から１３時３０分頃まで 断続的に最大１８レーンのご予約 
 



２００７年７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。 
７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) 08：00 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 
6 (金) 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 (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 

11(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 

13(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 
14(土) 19：00 JBC 月例会 6G － JBC 会員記録会 
15（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 

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 
22(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(水) 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 

27(金) 20：30 つくばユーワールド杯（１ドロップ大会） ４Ｇ オフィシャル 会員・一般 2,800 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 

８月上旬開催予定大会 

1 (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 
3 (金) 20：30 メンバーズ月例会 3Ｇ オフィシャル 会員大会 2,500 円 
5 (日) 20：00 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５月２０日からの大会結果一覧です。６月１７日からの成績は８月号にて！ 
レディース＆シニア月例会 5/20 

優 勝 吉田 征洋   ６７０（Ｈ／Ｃ１０） 
準優勝 柳堀 正夫   ６１２（Ｈ／Ｃ１０） 

第３位 三浦 崇明   ６１２（Ｈ／Ｃ１０） 
つくばユーワールド杯 5/25 

優 勝 阿部 健治   ９０８（Ｈ／Ｃ１９） 
準優勝 北村 干    ９０３（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 幸田 一之   ８８２（Ｈ／Ｃ ０） 

ダイドードリンコカップ 5/27 
優 勝 本多 等    ８７１（Ｈ／Ｃ ９） 
準優勝 尾崎 英一   ８３５（Ｈ／Ｃ ２） 
第 3 位 柳堀 正夫   ８３１（Ｈ／Ｃ ９） 

マンスリーチャンピオン決定戦 5/30 
優 勝 北村 干      －（Ｈ／Ｃ ５） 
準優勝 尾崎 英一     －（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 山口 忍      －（Ｈ／Ｃ ０） 

アサヒカップ 6/1 
優 勝 幸田 一之   ９１９（Ｈ／Ｃ ２） 

準優勝 沖田 節    ９１１（Ｈ／Ｃ１５） 
第３位 北村 干    ８９５（Ｈ／Ｃ ０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 6/3 
優 勝 昆野 正明   ８９３（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 阿部 健治   ８６６（Ｈ／Ｃ１２） 
第３位 神立 明仁   ８３２（Ｈ／Ｃ１７） 

メンバーズ月例会 6/6 
優 勝 尾崎 英一   ６８３（Ｈ／Ｃ １） 
準優勝 渡辺 俊昭   ６４５（Ｈ／Ｃ ３） 
第３位 檜垣 智美   ６３５（Ｈ／Ｃ ２） 

つくばユーワールド杯 6/8 
優 勝 阿部 健治   ９４１（Ｈ／Ｃ ９） 
準優勝 昆野 正明   ８９９（Ｈ／Ｃ ９） 
第３位 村松 昇    ８２７（Ｈ／Ｃ２６） 

野口圭プロチャレンジマッチ 6/13 
優 勝 遠藤 広久   ９７２（Ｈ／Ｃ１７） 
準優勝 阿部 健治   ８７８（Ｈ／Ｃ ９） 

第３位 田中 宏樹   ８７８（Ｈ／Ｃ１１） 
ダイドードリンコカップ 6/15 

優 勝 本多 等    ９１６（Ｈ／Ｃ ８） 
準優勝 檜垣 智美   ８８２（Ｈ／Ｃ ２） 
第３位 本田 融    ８７０（Ｈ／Ｃ２５） 

 


