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【スポーレボウル開場７周年記念大会】開催しちゃいます！ 

当スポーレボウルも皆様のご愛顧により、７月をもちまして７周年を迎えることができました。 
皆様への感謝の意を込めまして『開場７周年記念大会』を大・大開催しちゃいます！ 
 開催は以下の日程で行いますので、お時間の都合の良いシフトにドシドシご参加くださいませ！ 
 

開催日程 ： ８月２４日(金曜日)  １５時・１８時・２０時・２２時 
        ２５日(土曜日)  １２時・１７時・１９時・２１時 
      ２６日(日曜日)  １２時・１７時・１９時・２１時 

試合方式 ： ３ゲームアメリカン方式 
Ｈ／Ｃ方式： オフィシャルハンディキャップ 

   参加費  ： 前売４回券 会員７０００円 一般８５００円 
       当日券   会員２０００円 一般２５００円 
   表彰   ： 優勝～５位・以下飛び賞・Ｈ／Ｇ・人数により抽選賞有 
 

花本プロ・６０ゲームマラソンボウリング見事完投！ 
７月１日朝８時より深夜１２時までの長丁場となりましたが、見事に６０ゲームを完投することが

出来ました。これも伴走投球者、ご来場をいただきました皆様の応援あってのものです。花本プロを

はじめスタッフ一同心より感謝をしております。 
後日、毎日新聞・県内のケーブルテレビ(ＮＨＫ水戸)等の各メディアにも取り上げられ大変好評を

頂いたため、２４日にはＮＨＫ総合(首都圏ネットワーク)でも放送されました。 
＝花本プロ６０ゲーム投球結果＝ 

トータルスコア   １２，２５２ピン     アベレージ   ２０４.２ピン 

・総ストライク数 ３１８回(１ゲームあたり５.３回)   ・ノーミスゲーム数  １９ゲーム 
・総スペア数   ２７６回(   〃   ４.６回)   ・ガター数       ０回 
 

スポーレボウル・小学生ぬり絵コンテストにご参加ください。 

夏休み限定で行っております『小学生ぬり絵コンテスト』。みなさんのぬり絵で場内を明るくきれ

いに彩ってください！ぬり絵を持ってきてくれた小学生以下の皆さんには貸し靴を無料サービスい

たします。またご家族でご来場の際にはなんと一家族分まとめてサービスさせて頂いちゃいますよ！ 
ぬり絵の台紙はゲーム精算時にフロントでお渡しいたしております。この機会をお見逃しなく！ 
 

８月の団体予約状況（７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 
８月 ２日 １０時００分よりおよそ１時間半   １５レーンのご予約 
８月 ３日 １０時００分よりおよそ１時間半   ２０レーンのご予約 
      １８時３０分よりおよそ１時間半   １７レーンのご予約 
８月１０日 １８時３０分から２１時頃まで    非常に混雑が予想されます 
８月２３日 １０時００分よりおよそ１時間半   １５レーンのご予約 
８月２６日 １０時００分よりおよそ１時間半   ２０レーンのご予約 



２００７年８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。 
８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 (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 

4 (土) 19：00 JBC 月例会 6G － JBC 会員記録会 

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 

8 (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 

10(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 

12(日) 13：00 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 

17（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 

19（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 

22(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 

24(金)

～

26(日) 

表面参照 
スポーレボウル 

開場７周年記念大会 
４Ｇ オフィシャル 

当日券 

会員 2,000 円 

一般 2,500 円 

前売４回券 

会員 7,000 円 

一般 8,500 円 

29(水) 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 

31(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 

９月上旬開催予定大会 

2 (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 

5 (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 

7 (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 

※ 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６月１７日からの大会結果一覧です。７月１５日からの成績は９月号にて！ 
ダブルスプロチャレンジマッチ 6/17 

優 勝 広瀬・三浦  １２８３（Ｈ／Ｃ１４１） 
準優勝 山中・大垣  １１５６（Ｈ／Ｃ ４５） 

第３位 宮崎・柳掘  １１４８（Ｈ／Ｃ ３９） 
つくばユーワールド杯 6/20 

優 勝 山口 忍    ９１６（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 直井 剛    ８８５（Ｈ／Ｃ８４） 
第３位 北村 干    ８６２（Ｈ／Ｃ ０） 

レディース＆シニア月例会 6/24 
優 勝 三浦 崇明   ５７０（Ｈ／Ｃ３０） 
準優勝 藤沼 雅夫   ５５６（Ｈ／Ｃ１５） 
第 3 位 吉田 征洋   ５３０（Ｈ／Ｃ３０） 

コカコーラカップ 6/27 
優 勝 本多 等    ８７７（Ｈ／Ｃ３２） 
準優勝 小松 真志   ８６４（Ｈ／Ｃ３２） 
第３位 尾崎 英一   ８５８（Ｈ／Ｃ ４） 

マンスリーチャンピオン決定戦 6/29 
優 勝 小松 真志    － （Ｈ／Ｃ ５） 

準優勝 藤井 真弓    ― （Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 阿部 健治    － （Ｈ／Ｃ ０） 

アサヒカップ 7/4 
優 勝 尾崎 英一   ９３３（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 青山 政司   ８８４（Ｈ／Ｃ６４） 
第３位 山口 忍    ８６８（Ｈ／Ｃ ０） 

メンバーズ月例会 7/6 
優 勝 羽山 嘉三   ７３４（Ｈ／Ｃ３６） 
準優勝 湯原 浩一   ６８６（Ｈ／Ｃ４２） 
第３位 神立 明仁   ６６９（Ｈ／Ｃ４８） 

ダイドードリンコカップ 7/8 
優 勝 尾崎 英一   ８３５（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 青山 政司   ８２８（Ｈ／Ｃ４８） 
第３位 田中 宏樹   ８２５（Ｈ／Ｃ３２） 

野口圭プロチャレンジマッチ 7/11 
優 勝 尾崎 英一   ９４７（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 昆野 正明   ９４７（Ｈ／Ｃ３２） 

第３位 遠藤 広久   ８７４（Ｈ／Ｃ３２） 
つくばユーワールド杯 7/13 

優 勝 小松 真志   ９１７（Ｈ／Ｃ１２） 
準優勝 湯原 浩一   ８４４（Ｈ／Ｃ４４） 
第３位 昆野 正明   ８４３（Ｈ／Ｃ３２） 

 


