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今年で３年目を迎えた『センター対抗プロアマチャおンピオンズリーグ(通称・ＧＰ)』。 
９月８日の第６戦はスポーレボウルが舞台となります。第５戦時点でスポーレボウルチームは４位

という好位置につけており、総合優勝へ向けて爆進中！ 
試合当日はみんなでスポーレボウルチームを応援しよう！  

ところで、『センター対抗プロアマチャンピオンズリーグ(通称・ＧＰ)』はご存知ですか？ 

簡単に言うと、「県内の場協会加盟センター対抗のトリオ戦」ということです。 
各センターに所属しているプロも参戦しており、チャンピオンズリーグの名にふさわしいレベルの

高い熱戦が月に一度、全１０回の日程で行われています。 
スポーレボウルの代表は月に一度行われている「メンバーズ月例会」で選考を行っておりますので、

興味のある方はドシドシご参加ください！(スクラッチスコア上位３名が代表となります) 
 

 
 

 
 

 
優勝 ：山口 忍 選手   ６４６ピン 
準優勝：遠藤広久 選手   ６４６ピン 
第３位：藤井真弓 選手   ６２９ピン 

 
総参加人数１２５名ものご参加を頂き、大会も大いに盛り上がりました！ 

参加を頂きました皆様まことにありがとうございました。 
 
 大会は山口選手が優勝、遠藤選手は同ピンながらハンディキャップの差に 
より惜しくも準優勝。順位間のスコアの差が非常に小さく、わずかの差で順 
位が入れ替わる白熱した大会となりました。 

 

９月の団体予約状況（８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 
９月 ６日 １８時００分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 
９月 ８日  ９時００分から１５時頃まで    全レーン貸切のご予約 
９月１２日 １８時３０分からおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
９月１３日 １８時３０分からおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
９月１９日 １８時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
９月２６日 １２時３０分よりおよそ２時間    全レーン貸切のご予約 
９月２６日 １０時００分よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 
９月２９日 １１時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

 



２００７年９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。 
９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 (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 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 

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 

8 (土) 09：00 センター対抗プロアマリーグ 6Ｇ － センター代表対抗戦 

9 (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 

12(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 

14（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 

16(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 

19(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 

23（日) 20：00 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 

26(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 

28(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 

30(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 

１０月上旬開催予定大会 

3 (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 

5 (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 

7 (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７月１５日からの大会結果一覧です。８月１０日からの成績は１０月号にて！ 
ダブルスプロチャレンジマッチ 7/15 

優 勝 中島・昆野  １１６５（Ｈ／Ｃ１０２） 
準優勝 檜垣夫婦   １１２８（Ｈ／Ｃ ４２） 

第３位 宮崎・柳堀  １１２８（Ｈ／Ｃ ９６） 
コカコーラカップ 7/18 

優 勝 尾崎 英一   ８８２（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 青山 政司   ８６６（Ｈ／Ｃ３６） 
第３位 神立 明仁   ８４９（Ｈ／Ｃ３６） 

レディース＆シニア月例会 7/22 
優 勝 林 義男    ５８９（Ｈ／Ｃ３０） 
準優勝 昆野 正明   ５８０（Ｈ／Ｃ３０） 
第３位 宮崎 一男   ５６５（Ｈ／Ｃ１５） 

ダイドードリンコカップ 7/25 
優 勝 藤井 真弓   ９２０（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 昆野 正明   ８６４（Ｈ／Ｃ３２） 

第３位 幸田 一之   ８５８（Ｈ／Ｃ ０） 

つくばユーワールド杯 7/27 
優 勝 神立 明仁   ７１２（Ｈ／Ｃ２７） 

準優勝 知葉 高志   ７１２（Ｈ／Ｃ９６） 
第３位 北村 干    ６４８（Ｈ／Ｃ ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 7/29 
優 勝 檜垣 智美    ― （Ｈ／Ｃ１５） 
準優勝 小松 真志    － （Ｈ／Ｃ ５） 
第３位 佐々木 隆一   － （Ｈ／Ｃ ０） 

アサヒカップ 8/1 
優 勝 神立 明仁   ８９０（Ｈ／Ｃ４８） 
準優勝 尾崎 英一   ８７９（Ｈ／Ｃ ０） 
第３位 安川 潤    ８７４（Ｈ／Ｃ ０） 

メンバーズ月例会 8/3 
優 勝 尾崎 英一   ５６１（Ｈ／Ｃ ０） 
準優勝 羽山 嘉三   ５６１（Ｈ／Ｃ２４） 
第３位 阿部 健治   ５６０（Ｈ／Ｃ３３） 

花本正登プロチャレンジマッチ 8/5 
優 勝 檜垣 智美   ８０７（Ｈ／Ｃ  ４） 
準優勝 林 義男    ８０１（Ｈ／Ｃ１０８） 

第３位 幸田 一之   ７８０（Ｈ／Ｃ  ４） 
ダイドードリンコカップ 8/8 

優 勝 佐々木 隆一  ８６８（Ｈ／Ｃ  ０） 
準優勝 尾崎 英一   ８２３（Ｈ／Ｃ  ０） 
第３位 村松 とく   ７６８（Ｈ／Ｃ１２８） 

 

 


