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みなさまお馴染みの当センター支配

人・花本正登プロが先日行われました｢Ｍ

Ｋチャリティーカップ｣予選１０ゲーム目

に於きまして、見事パーフェクトゲームを

達成いたしました。 
(プロ公認トーナメントでは２００５年のイーグル 
クラシック以来、自身２個目の達成となりました) 

 
この大会では見事予選を突破し、準決勝

ラウンドに進出。惜しくも決勝Ｒ／Ｒには

届きませんでしたが、素晴らしい成績を収

めることが出来ました。 
 

 パーフェクト達成ゲームでは多くのギャラリーが観戦し、会場は大盛り上がりとなったそうです。 
花本プロの試合には必ず同行し、応援をしている奥様・敏代さんは「(それまでの流れを見て)まさか 
パーフェクトが出るとは。ストライクが続くにつれ段々と怖くなり、１０フレの頃は下を向いて壁際 
まで下がって行っちゃってたよ」とのことでした(笑)。達成後は花本プロはもちろん敏代さんも祝福

攻めにあったそうです。 
 絶好調の花本プロ。１０月は千葉オープンと東海オープンに参戦予定です。きっとまた素晴らしい

結果を皆様に報告出来ると思いますので応援宜しくお願いします！ 
 

 知ってた？ボウリングのちょっと面白い話 
ストライクを３回連続して出すことを「ターキー」と言うのはご存知かと思いますが、その謂れまでを知って

いる方は少ないのではないでしょうか？ 

その昔、レーンが水平でなかったり、ゴツゴツと凹凸のあるレーンでボールが真っ直ぐにすら転がらない状

況の中、ストライクを３回続けて取るのは技術のみならず運までもを味方につけないと達成できないほど大

変困難なことでした。その状況下でストライクを３回続けて出した人に、七面鳥を贈って栄誉を讃えたそうで

す。それが「ターキー」の語源だと言われています。へぇ～×２０！ 

１０月の団体予約状況（９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 
１０月１３日 １０時００分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 
１０月１４日 １４時００分よりおよそ１時間半 全レーン貸切のご予約 
１０月１９日 １８時３０分からおよそ１時間半    １５レーンのご予約 
１０月２１日 １４時００分からおよそ１時間半    １８レーンのご予約 
１０月２７日 １０時００分よりおよそ１時間半    ２２レーンのご予約 
１０月２８日 １４時００分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 



２００７年１０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。 
１０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) 
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 

10(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 

12(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 

13(土) 19：00 ＪＢＣ月例会 ６Ｇ ― JBC 会員記録会 

17(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 

19(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 

21(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 

24（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 

26(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 

28(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 

31(水) 20：30 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 

１１月上旬開催予定大会 

2 (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 

4 (日) 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 (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８月１０日からの大会結果一覧です。９月９日からの成績は１１月号にて！ 
野口圭プロチャレンジマッチ 8/10 

優 勝 檜垣 智美   ８８２（Ｈ／Ｃ  ４） 
準優勝 田中 宏樹   ７８５（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 神立 明仁   ７８３（Ｈ／Ｃ ３６） 
レディース＆シニア月例会 8/12 

優 勝 沖田 節    ６４８（Ｈ／Ｃ ３０） 
準優勝 藤沼 雅夫   ５８２（Ｈ／Ｃ １５） 
第３位 藤井 真弓   ５７２（Ｈ／Ｃ １５） 

つくばユーワールド杯 8/17 
優 勝 山田 武子   ８２０（Ｈ／Ｃ１００） 
準優勝 幸田 一之   ７６０（Ｈ／Ｃ  ４） 
第３位 尾崎 英一   ７５７（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 8/19 
優 勝 三浦・広瀬  １２１５（Ｈ／Ｃ１０８） 
準優勝 昆野・角田  １１５８（Ｈ／Ｃ ６９） 

第３位 尾崎・神立  １１５２（Ｈ／Ｃ ２７） 

コカ・コーラカップ 8/22 
優 勝 昆野 正明   ８４１（Ｈ／Ｃ ２０） 

準優勝 沖田 節    ８０７（Ｈ／Ｃ ４４） 
第３位 湯原 浩一   ７６４（Ｈ／Ｃ ４８） 

つくばユーワールド杯 8/29 
優 勝 阿部 健治   ７３７（Ｈ／Ｃ ２４） 
準優勝 長沢 まり子  ６２０（Ｈ／Ｃ ２７） 
第３位 檜垣 智美   ６０９（Ｈ／Ｃ  ３） 

マンスリーチャンピオン決定戦 8/31 
優 勝 檜垣 智美    ― （Ｈ／Ｃ １５） 
準優勝 沖田 節     ― （Ｈ／Ｃ １０） 
第３位 北村 干     ― （Ｈ／Ｃ  ５） 

アサヒカップ 9/2 
優 勝 阿部 健治   ８６３（Ｈ／Ｃ ５６） 
準優勝 知葉 高志   ７９３（Ｈ／Ｃ１０４） 
第３位 広瀬 哲男   ７７９（Ｈ／Ｃ１２０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 9/5 
優 勝 阿部・幸田  １２３０（Ｈ／Ｃ ５７） 
準優勝 北村・小柗  １１９２（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 角田・昆野  １１４８（Ｈ／Ｃ１２０） 
花本正登プロチャレンジマッチ 9/7 

優 勝 登坂 信彦   ９３３（Ｈ／Ｃ１４４） 
準優勝 松尾 嶺    ８３０（Ｈ／Ｃ ３６） 
第３位 尾崎 英一   ８１６（Ｈ／Ｃ  ８） 

 

 



 

競技ボウラーへのススメ 
 

～其の①～  全員が優勝候補！ 

 「マイボールを持った人たちの大会ってレベル高そう…」 

 「自分はまだまだそんなレベルじゃないし…」 

と、お考えの方！それは 

『間違いです！』 
 

スポーレボウルの大会では２種類のハンディキャップ方式を採用しています。 

 

一つは『年齢性別ハンディキャップ』。 

文字通り性別や年齢に応じてハンディキャップが付与されます。比較的技量の

差が少なかったり、真の実力差をはかるような大会に採用されます。 

(例：レディース＆シニア月例会、マンスリーチャンピオン決定戦など) 

 

もう一つがほとんどの大会で採用している『オフィシャルハンディキャップ』。 

みなさん一人ひとりのアベレージを参考にするので技量の差を埋める事が可能

です。 

その仕組みを説明すると 

(２００(基準点) － アベレージ) × 0.8 ＝ オフィシャルハンディキャップ 

となります。要するにアベレージが１6０の人は 

(２００ － 160) × 0.8 ＝ 32 

よって「32 ピン」のハンディキャップが与えられます。 

 

 

別紙にてご案内した各種大会結果をご覧ください。 

お気づきになりましたか？ 

そう、アベレージ通りのスコアを出せば余裕で賞品ゲットの可能性があるわけです！ 

さらにいつもよりちょっと調子が良ければ優勝だってすぐそこですよ！ 
 

 さぁ迷っている暇なんてありませんよ！今すぐ大会に出てみよう！ 
 

ただし、皆さんのアベレージを算出するのに、直近の３が月の間に大会で最低９ゲームを消化してください。 

またオフィシャルハンディキャップの上限は男性で４０ピン、女性で４８ピンとなります。 

あまりハンディキャップに頼り過ぎてはいけませんｗ 

 

 

次号スポーレＮＥＷＳでは、『競技ボウラーへのススメ～其の②～いろいろ得するお友達編』をご案内予定です。 



 

      

     ◎レーンに関するおもしろ数値◎ 

     ・ファールラインから１番ピンまでの距離・・１８.２８ｍ(６０フィート) 

     ・レーンの幅・・・・・・・・・・・・・・・ １.０５ｍ 

     ・１番ピン～スパット・・・・・・・・・・・ Ａ 

      スパット～ファールライン・・・・・・・・ Ｂ 

      ファールライン～立つ位置・・・・・・・・ Ｃ 

        各距離の比  Ａ：Ｂ：Ｃ＝３：１：１ となります。(左の図はこの比に在らず…) 

          爺：『これはスペアを取るうえで大切な情報になるぞ！』 

      ・レーンの構成材料 

       木製レーン 楓材・・・アプローチからスパットの先までとピンデッキ 

             松材・・・スパット先からピンデッキまで 

       ※ボウリングブームの頃開業されたところは皆、木製レーンでした。 

        ショックの多いところは楓材を使用されてはいますがボールの衝撃で表面はデコボコにな 

        るのが現実です。このデコボコを２年に１回平らに削るリサーフェイスという作業を 

        しなければならないルールになっていますが工事経費などの関係でなされていない 

        のが現実です。 

      ・シンセティックレーン 

         約２０年以上前、木製レーンに替わって商品化されたレーン。 

       俗に言う『プラスティックレーン』です。 

      

     ◎レーンコンディショナー◎ 

        レーン上に散布されるオイル(油)のことです。 

        これが厄介な代物でスコアを大きく左右することが多々あります。 

        レーンコンディショナーは本来レーンの表面を保護する目的で散布 

        されたのです。ですからゼロオイルゾーンがあっては保護の目的を 

        果たせません。 

         だが昭和４０年代後半では各ボウリング場がこぞってゼロオイルレーンをつくり 

         実力以上のハイスコアを出させたものです。結果ボウリング本来の楽しみが薄れ 

         客足は遠のきバタバタと倒産した経緯があります。 

         最近のレーンコンディションを見るに、またこの二の舞を踏みそうな懸念に駆ら 

         れるのは私だけでしょうか？ (還暦爺さんの苦言) 

      

      レーン横断面から見たオイル 

      

      

                    20～25ｆ          35～40ｆ             60ｆ 

       ２０～２５フィートまでオイルを散布し３５～４０フィートまでオイルを延ばし、その先 

      はノンオイル状態にするのが一般的です。 

      

      レーン縦断面から見たオイル 
            

            

            

          

 

 


