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    旧年中は格別なご愛顧を賜り 

誠に有難うございました 
本年もスポーレボウル従業員一同 

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております 

これからも皆様に愛されるボウリング場を目指し 

より一層のサービス向上に努める所存でございます 

今後ともご指導 ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます 

従業員一同 

２００７年各月に行われた大会のトップを決するマンスリーチャンピオン決定戦。そのマンスリー

チャンピオン決定戦の上位選手の中から、栄光あるグランドチャンピオンを決します。 
  日 時  ： 平成２０年１月１３日（日曜日） 午後７時スタート 

   参加費  ： 会員４５００円 一般５０００円 
   大会方式 ： 予選６ゲーム（３ゲーム毎レーン移動・アメリカン方式） 
          決勝は予選上位５名によるシュートアウト方式（マンスリー決定戦と同方式） 
          当センター認定年齢性別ＨＤＣＰ採用 
   参加資格 ： ２００７年１月から１２月までの各マンスリーチャンピオン決定戦にて 

上位５位内入賞者（資格者は場内掲示板にて発表いたします） 
 表 彰  ： 優勝～第５位 Ｈ／Ｇ賞 その他参加賞がございます 

  久しぶりのプロショップ杯開催となります！全１２シフトで開催しますので、ご都合の良いシフト

に参加下さい。順位の決定は全シフト総合での成績となります。何回でも出場 OK ですので、豪華

賞品をゲットできる大チャンスです！みんな張りきって参加しちゃいましょう。(詳細は裏面を参照) 

１月の団体予約状況（１２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 
１２日  １３時００分よりおよそ１時間半     １７レーンのご予約 
１８日  １０時１５分よりおよそ１時間半     １８レーンのご予約 
１９日  １０時００分からおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
２４日  １８時００分からおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
２７日  １０時００分よりおよそ１時間半     １７レーンのご予約 



２００８年１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。 
１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) 

6(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 

9(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 

11(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 

13(日) 19：00 グランドチャンピオン決定戦 6Ｇ 年齢性別 会員 4,500 円 一般 5,000 円 

16(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 

18(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 

20(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 

23(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(木) 

～ 

27(日) 

 

プロショップ杯大謝恩大会          ２４日  １５時～  ２０時～  ２２時～ 

参加費：一般２８００円 会員２５００円   ２５日  １５時～  ２０時～  ２２時～ 

お得な前売り回数券（４回券）あります    ２６日  １８時～  ２０時～  ２２時～ 

一般 10,000 円 会員 9,000 円    ２７日  １８時～  ２０時～  ２２時～ 

30(水) 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 

２月上旬開催予定大会 

1(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 

3(日) 20：00 メンバーズ月例会 3Ｇ オフィシャル 会員大会 2,500 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１１月４日からの大会結果一覧です。１２月５日からの成績は２月号にて！ 
メンバーズ月例会 11/4 

優 勝 渡辺 俊昭   ６６８（Ｈ／Ｃ ３０） 
準優勝 昆野 正明   ６２５（Ｈ／Ｃ ４８） 

第３位 尾崎 みゆき  ６２５（Ｈ／Ｃ１２０） 
花本正登プロチャレンジマッチ 11/7 

優 勝 尾崎 英一   ９６８（Ｈ／Ｃ ３６） 
準優勝 登坂 信彦   ９１１（Ｈ／Ｃ ９６） 
第３位 林 義男    ８９６（Ｈ／Ｃ１００） 

ダイドードリンコカップ 11/09 
優 勝 湯原 浩一   ９７１（Ｈ／Ｃ ６４） 
準優勝 藤井 真弓   ９０８（Ｈ／Ｃ ２４） 
第３位 幸田 一之   ８４２（Ｈ／Ｃ ３２） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 11/11 
優 勝 檜垣夫婦   １１８６（Ｈ／Ｃ ９０） 
準優勝 広瀬・三浦  １１６０（Ｈ／Ｃ１６８） 

第３位 青山ペア   １１３３（Ｈ／Ｃ１２３） 

つくばユーワールド杯 11/16 
優 勝 檜垣 智美   ９８０（Ｈ／Ｃ ３２） 

準優勝 神立 明仁   ９７０（Ｈ／Ｃ ６４） 
第３位 久松 正人   ９２７（Ｈ／Ｃ ６８） 

レディース&シニア月例会 11/18 
優 勝 吉田 征洋   ６５５（Ｈ／Ｃ ３０） 
準優勝 青山 政司   ５６７（Ｈ／Ｃ ３０） 
第３位 藤沼 雅夫   ５５４（Ｈ／Ｃ １５） 

野口圭プロチャレンジマッチ 11/21 
優 勝 湯原 浩一   ８８８（Ｈ／Ｃ ４８） 
準優勝 神立 明仁   ８７８（Ｈ／Ｃ ４８） 
第３位 尾崎 英一   ８７６（Ｈ／Ｃ ３６） 

夫婦ダブルストーナメント 11/22 
優 勝 尾崎夫婦   １２１３（Ｈ／Ｃ ３０） 
準優勝 村松夫婦   １０９２（Ｈ／Ｃ ７０） 
第３位 幸田夫婦   １０２７（Ｈ／Ｃ ３０） 

コカコーラカップ 11/25 
優 勝 海老原 圭一  ８９８（Ｈ／Ｃ ３２） 
準優勝 北村 干    ８４７（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 柳堀 正夫   ８３６（Ｈ／Ｃ ５２） 
つくばユーワールド杯 11/28 

優 勝 藤井 真弓   ６５９（Ｈ／Ｃ １８） 
準優勝 神立 明仁   ６３７（Ｈ／Ｃ ２７） 
第３位 北村 干    ６３１（Ｈ／Ｃ ２４） 

マンスリーチャンピオン決定戦 11/30 
優 勝 北村 干     ― （Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 昆野 正明    ― （Ｈ／Ｃ ３０） 
第３位 尾崎 英一    ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

アサヒカップ 12/2 
優 勝 安川 潤    ８８８（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 神立 明仁   ８７３（Ｈ／Ｃ ６４） 
第３位 檜垣 智美   ８７２（Ｈ／Ｃ ３６） 



 

 

 

 

～特別編～  １月１日からの会員制度優待拡充のお知らせ 

 「つくばユーワールドをもっと楽しみたい」 

 「天然温泉が出たって聞いたけど…」 

と、お考えの方！ 

『スポーレボウルの会員優待が 

さらに充実しました！』 
スポーレボウル会員の皆様への新しい優待制度はこちら！ 

 

 

冒頭でも触れましたが、つくば湯～ワールドが１１月１７日より天然の源泉を利用した温泉施設としてリニ

ューアルオープンいたしました。『６５００年前の地層から湧き出した泉質はナトリウム・カルシウム一塩化物

強塩温泉(療養泉としての認定をいただきました)と、有名温泉地の泉質と比較してもまったく遜色の無いも

のとなっております。』(湯～ワールド広告より) 

新年会などお酒の席が多くなるこの時期ですが、湯～ワールドでは仮眠施設をご用意しておりますので安

心してご宴会を開催できます。この機会に天然温泉とともに是非ご利用くださいませ！ 

 

 

「スポーレクライミングジム」は北関東有数の大型人工壁をもつクライミングジムです。 

健康のため、体力向上のため、ボウリングのための筋力・バランス感覚アップのため。やってみると意外に

面白い。いや、かなり面白いクライミング。初心者でも安心して楽しめますのでぜひ一度♪ 

ロープ体験  ：  １００円引き ボルダー体験  ：  １００円引き 

 

 

いまさら聞けない『ボウリング用語③』 
今回も「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！ 

・タップ 

完全にストライクと思ったのに、ピンが１本残ること。 

・厚め (名・形容動詞)           対義語・薄め 

ジャストポケットよりも１番ピンに近い部分に当たること。 

活用例 

Ａさん：「ジゃスポケ行ったのに１本タップしちゃったよぉ…」 

Ｂさん：「いや、今のは結構厚めに行ってたよ」 

通常入館料金  ：  １５７５円 会員割引入館料金  ：  １３６５円 

泉質 ナトリウム･カルシウム一塩化物強塩温泉 (療養泉) 

効能 
神経痛、関節炎、五十肩、うちみ、慢性消火器病、疲労回復、 

きりきず、やけど、慢性皮膚炎、慢性婦人病、虚弱児童など 



 

 

 

 

 

 

 

ボールの曲がりを大きく左右するのはカバーストック（ボールの表面素材）の違いで約７０％を占めるといわれてい

ます。残りの３０％がドリルの方法（技法）で変わってくるのです。 

最近のボールの内部構造は図Ａのようにボールの中心部に比重の重い素材が内蔵されています。これをセンター

ヘビーコア構造と呼んでいます。コアの構造にはいろんな型の物が有り、ぞれぞれでボールの曲がり方に変化が付

けられております。 

 

コアの重さの中心がボールの中心に近い物を低慣性コア構造・少し離れると中慣性コア構造・そしてもっと離れる

と高慣性コア構造と呼ばれております。 

ちょっと話はボウリングボールから離れますが、フィギュアスケートでスケーターがクルクル回転する様子を思い起こ

してください。最初は大きく手を広げて回転し始め、だんだん手の開きを細めて頭上に手を伸ばすようになるとド

ンドン回転スピードが増していきますよね。この現象を慣性の働きとご理解されれば、ボールの回転に置き換えて

考えられるかと思います。 

 

昔懐かしいトップウェイト構造のボールだとボールのローリングトラックは狭く一直線状に付きましたが、最近のセ

ンターヘビーコア構造のローリングトラックは２ヶ所で交差するものの５or６本くらい幅を持って付きますネ。これを

フレアー現象と呼んでいます。このフレアー幅もボールの曲がり幅に大きな因果関係を持ちます。 

まず図Ｂをご覧下さい。回転軸に対してコア構造を斜めに位置づけることにより、フレアーを呼び起こすことが出

来ます。回転軸とコア構造の斜め角度（ピン位置）の取り方でボールの曲がりや走りを調整することが可能です。 

 

この事からもお分かりになるかと思いますが新しくボールを作る際には、現在使われているボールから回転軸を

計りだし、その軸に対してピンを何度の角度にセットするかで球質を決めることが出来ます。 

「俺が」とか「あの人が」ピンをこの位置にセットしたらうまく行ったのでと言われてもボールトラックの違う貴方の

ボールではうまく行くとは限りません。貴方個人の回転軸を重視する必要が有ります。 

また、ボールをより鋭く・より激しく動かすためにはボールの回転数を重視することが不可欠です。 

回転軸に対し、コアを斜めにして回転を加えるとコアの動きに遠心力が派生します。この遠心力がトラックフレア

ーを呼び起こし、ボールの動きに大きな働きかけをします。 

 

遠心力の公式を思い出してください  

                     (重さ) × (回転スピード)
2 

  

回転半球          でしたね 

 

これからもボールの回転スピード(回転数)を増やせば増やすほど遠心力は大きくなります。 

ですから厳しく・鋭い動きのボールを投げるにはサムの抜けとフィンガーでの回転のさせ方にかかってきます。 

「むずかしい」で終わらずに専門知識をもたれている方に相談され、より良い武器の入手に努めてください。 

ぜひ還暦爺さんのところに足を運んでください。再度細かく分かり易く説明を加えさせていただきます！ 

 


