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毎年恒例となりました『いい夫婦の日・記念トーナメント』今年も世の仲良し夫

婦ボウラー発掘のため、大・大開催しますよ！実はこのトーナメント、スポーレボ

ウルが勝手に日付けにこじつけて行っているわけではございません(笑) 経済産業

省等の後援で「夫婦を単位とした新しいライフスタイルとモラルの啓発活動と併せ

…」という難しい目的のある格式高い(？)大会なのであります！ 
 ま、参加する我々はそんなことは気にせず楽しんじゃいましょう！スポーレボウ

ルでは１１月２２日に開催を予定しております。年に一度のこの大会でさらに二人

の絆を強くしちゃってください！ 
 なお、ご参加いただきました皆様の成績は、日本ボウリング場協会より全国ラン

キングとして発表されます。お楽しみに！ 
 

開催日 ：  １１月２２日（いい夫婦の日） 

スタート ：  ２０時３０分ゲームスタート（２０時選手集合・受付）                

試合方式 ：  通常ダブルス２ゲーム＋スカッチダブルス２ゲーム                  

合計チーム６ゲームトータルピンにて順位が決定いたします                                                        

アメリカン方式・センター認定年齢性別ハンディキャップ採用             

参加資格 ：  いい夫婦であること 

 （ご結婚されているペアでしたら、どなたでもご参加いただけます！） 

参加費 ：  チーム ４５００円 

   

＝休館日のお知らせ＝ 
１１月１４・１５日の２日間はつくばユーワールド施設点検に伴い、スポーレボウルはお休みとなりますので、

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

なお、休館日前日(１３日)は２４時をもちまして閉店とさせていただきます。 

あわせましてご了承くださいませ。１６日朝１０時より元気いっぱいで営業再開します！ 

１１月の団体予約状況（１０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 
２日  １８時３０分よりおよそ１時間半     ２０レーンのご予約 
９日  １８時３０分よりおよそ１時間半     ２１レーンのご予約 

１６日  １８時３０分からおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
１８日  １０時００分からおよそ１時間半     １８レーンのご予約 
２０日  １０時００分よりおよそ４時間半    全レーン貸切のご予約 
２３日  １８時３０分よりおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
２５日  １０時００分よりおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
２５日  １２時００分よりおよそ１時間半     １５レーンのご予約 
２８日  １８時３０分よりおよそ１時間半     １６レーンのご予約 
３０日  １８時３０分よりおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 



２００７年１１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。 
１１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(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 

９(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 

11(日) 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 

16(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 

18(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 

21(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 

22(木) 20：30 いい夫婦の日・記念トーナメント ３Ｇ 年齢性別 いい夫婦 4,500 円 

25（日) 20：00 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 

28(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 

30(金) 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 

１２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９月９日からの大会結果一覧です。１０月５日からの成績は１２月号にて！ 
ダイドードリンコカップ 9/9 

優 勝 直井 剛    ８０６（Ｈ／Ｃ ６４） 
準優勝 藤井 真弓   ７８７（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 佐々木 隆一  ７７７（Ｈ／Ｃ  ８） 
メンバーズ月例会 9/12 

優 勝 沖田 節    ６５４（Ｈ／Ｃ  ０） 
準優勝 藤沼 雅夫   ６２３（Ｈ／Ｃ ３６） 
第３位 藤井 真弓   ５８７（Ｈ／Ｃ  ６） 

つくばユーワールド杯 9/14 
優 勝 北村 干    ８６４（Ｈ／Ｃ  ０） 
準優勝 昆野 正明   ８０９（Ｈ／Ｃ ３２） 
第３位 久松 正人   ７９６（Ｈ／Ｃ ４８） 

レディース＆シニア月例会 9/16 
優 勝 広瀬 哲男   ５５９（Ｈ／Ｃ ３０） 
準優勝 青山 正夫   ５５３（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 三浦 崇明   ５５２（Ｈ／Ｃ ３０） 

コカ・コーラカップ 9/19 
優 勝 広瀬 哲男   ８１７（Ｈ／Ｃ ９６） 

準優勝 湯原 浩一   ７８６（Ｈ／Ｃ ６０） 
第３位 沖田 節    ７７７（Ｈ／Ｃ ４８） 

つくばユーワールド杯 9/23 
優 勝 藤井 真弓   ６８１（Ｈ／Ｃ  ０） 
準優勝 長沢 まり子  ６７７（Ｈ／Ｃ ３３） 
第３位 阿部 健治   ６４２（Ｈ／Ｃ ２４） 

野口圭プロチャレンジマッチ 9/26 
優 勝 角田 秀雄   ８６６（Ｈ／Ｃ ７２） 
準優勝 檜垣 智美   ８４９（Ｈ／Ｃ  ０） 
第３位 本多 等    ８３７（Ｈ／Ｃ ３２） 

ダイドードリンコカップ 9/28 
優 勝 長沢 まり子  ８６３（Ｈ／Ｃ ３２） 
準優勝 阿部 健治   ７９３（Ｈ／Ｃ ３２） 
第３位 尾崎 英一   ７７９（Ｈ／Ｃ  ８） 

マンスリーチャンピオン決定戦 9/30 
優 勝 藤井 真弓    － （Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 沖田 節     － （Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 昆野 正明    － （Ｈ／Ｃ １０） 
アサヒカップ 10/3 

優 勝 湯原 浩一   ９１０（Ｈ／Ｃ ７２） 
準優勝 幸田 一之   ８９３（Ｈ／Ｃ ４８） 
第３位 青山 政司   ８７４（Ｈ／Ｃ ８０） 

 

 
 



 

 

 

～其の②～  いろいろ得するお友達 

 「リーグ戦に出てみたいけど仲間に入りづらい……」 

 「一人で投げてると張り合いがなくて続かない」 

と、お考えの方！そんな時こそ 

『はじめの一歩を踏み出そう！』 
 

スポーレボウルでは新規の大会ボウラーさん大歓迎なんです！ 

 

せっかく始めたボウリング。長く続けるためのコツは「仲間」を作ることです。 

 

「ボウリング場にくれば仲間がいて楽しい時間を過ごせる」 

こんな状況を作るのが最良ですね。好敵手であり理解者である仲間が増

えれば、情報の共有で技術の向上はもちろんモチベーションの維持につなが

り、より充実したボウリングライフを送ることが出来るでしょう。生涯の友を

見つけることが出来れば最高ですね！ 

その仲間を作るのに最良なのがスポーレボウルで開催されている競技大

会やボウリング教室です。 

 

 

 

 

大気等に参加されれば、その効果はすぐに実感されることでしょう。 

大会には老若男女を問わず、いろんな人が参加されています。人生の先

輩には、ボウリングのみならず日常の悩みを聞いてもらえるかもしれません。

ボウリング場で出会ったあの人が生涯の伴侶に…なんてロマンスだってある

かもしれません！(事実、ご夫婦で楽しまれている方も多数！) 

 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！ 
 

次号スポーレＮＥＷＳでは、『競技ボウラーへのススメ～其の③～お財布に優しく編』をご案内予定です。 

 

いまさら聞けない『ボウリング用語①』 
今回は「よく耳にするけど、実は意味知らないんだよね…」という用語の解説をします！ 

・ワッシャー  

1 投目がノーヘッドで、3 番ピン（左投げなら 2 番ピン）に当たり、1・2・4・10 番ピン（左投げなら 1・3・6・7

番ピン）が残ってしまうこと（4番ピンや6番ピンが倒れた場合を含むこともある）。ちょうど、斜めに間のピン

を洗い流すような形なので「ウォッシュ・アウト (wash out) 」とも呼ぶそうです。  

・スリーパーメイク 

1 投目に 1・5 番、2・8 番、3・9 番の様にピンが縦に残った際に、スペアをとった場合をこう呼びます。ピン

が真後ろに「眠っている」という意味…らしいです。。。 



 

 

 

 

 

 

 

年代 遍歴 

最古のもの 古代エジプトのピラミッドの中から大理石製のピンとボールが発掘されています。 

これが歴史に残る最古のものとされています。４～５千年前？ということでしょうか。 

中世の欧州 十字軍の遠征で持ち帰られたボウリングは教会を中心に盛んに行われるようになりました。 

宗教家マルチン・ルーテル（ルター）は各地で行われていたボウリングのルールを統一した人物とさ

れています。この頃は木製のボールを使用していたと思われます。この頃は９ピンボウリングでした。 

新大陸発見 ヨーロッパで行われていたボウリングも新大陸に移り、娯楽の少ない大陸で(賭けボウリングとし

て？)大ブレークした。それを禁ずる「９本のピンをボールで倒すゲームをしてはいけない」という法

律を定めたため、法の抜け穴として現在の１０ピンボウリングとなったらしい。 

当時も木製ボールを使用していたが木製のボールを作ることのコスト高や表面の磨耗・破損から、

圧縮して作られたコルク製ボールが普及してきた。 

１９０５年 コルク製のボールも磨耗・破損が激しいため表面にゴムを貼り付けたラバーボールが開発された。 

ボールの最大重量が１６ポンドに定められたのもこの頃からです。 

先月号でターキー(３連続ストライク)の語源を紹介しましたが、材木表面剥き出しでは表面は磨

耗し凸凹になるため、レーン(木材)の表面にラッカーフィニッシュを施すようになり、レーン表面とボ

ールの摩擦を弱めるためにオイルが散布されるようになった。 

  →レーンに散布されているオイルの最大要素はスコアアップのためではなく、レーン保護のため

であると再認識してください。「悪用は禁物ですゾ！」 

１９６０年代 硬質ラバーボールは作るにあたり製造工場への高額な初期投資を必要としたため、初期投資が少

なくて済みカラフルな色が作れるポリエステル製へと変革を遂げて行く。 

従来のラバー製よりもポリエステル製のほうがレーンへの摩擦が強いため良く曲がるようになった

がレーンの磨耗が激しくなり、レーンの保護のためにボウリング場はラッカーフィニッシュよりも表面

がより堅く平らに仕上がるウレタンフィニッシュをレーン材に塗るようになりボールの曲がりが小さ

くなった。 

１９７０年代 ボウラーがボールの曲がりを求めるが故に、ボールの表面を柔らかくしたソフトポリエステル「ロト

グリップ」やソフトラバー「ＬＴ４８」のボールが開発された。 

１９８０年代 ボウラーがさらに貪欲なまでに曲がりを追求するが故、生まれたのがウレタン製ボールです。 

世界的には「アングル」、国産では「パワーエリート」が猛威を振るったのがこの時期です。 

同時期に、曲がりの追求もカバーストックの変革に止まらず、センターヘビーコアの第１号として

「ハンマー」が誕生しています。 

これまで以上に回転力学を駆使し、いろんな形状のコアが生まれ、カバーストックとより良くマッチ

ングさせ、更なる曲がりの追及で企業間競争も激しさを増しました。 

１９９２年代 リアクティブウレタンボール誕生！(現在の主流材料) 

第１号は「エクスキャリバー」です。このボールを手にした時「何で俺のボールがこんなに曲がるの

か？」が感想でした！ 

リアクティブウレタンボールの開発の陰には、レーン保護の観点から散布されるオイルの量が多く

なったという理由があります。 

１９９８年代 リアクティブ素材のボールは良く曲がるもののオイルに敏感意反応する欠点を持っているため、そ

の欠点補強に開発されたのがプロアクティブ(パーティクルウレタン)ボールです。 

この素材はリアクティブ程オイルに反応しないため、見た目の華やかさは無いものの的確にレーン

を捕らえ、アーク状の大きな曲がりが出ます。 

今日ではリアクティブ素材も各社で更なる開発が積み重ねられ進化を遂げております。 

ボールの曲がりを大きく左右するのはカバーストック素材ですが、来月号ではその曲がりの引き金となる「コア」に

ついてご紹介します。 

 


