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拝啓 

向春の候、皆様方におかれましてはますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高

配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

…え～堅苦しいのはこれくらいにして本題に移ります(笑) 

ただ今スポーレボウルでは大学・専門学校生の歓送迎会向け、社会人向けのボウリング大会にトロフィ

ーを無料進呈しております。 

別れと出会いの季節。この時期に行う追い出しコンパや新入りさん達の歓迎会にボウリング大会はいか

がでしょうか？お酒が入るその前に爽やかに親睦を深めましょう！ 

 

社会人向けプラン 

  １０名様以上からの受付とさせていただきます。開催予定日の１週間前までにご連絡下さい 

 人数に応じて大きなトロフィーもご用意しております 

 

学生向けプラン 

  急な開催にも出来得る限り対応させていただきます(開催予定時刻の３時間前まで受付可能です)が、レーン

の稼働状況などによりご案内できない場合やスタート時間が遅れる場合がございます。予めご了承

下さい。 

  必ず学生証をご携帯下さい。お持ちで無い場合はイベント特典を受けられません。 

 

３月の団体予約状況（２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 
１日  １０時００分よりおよそ１時間半     ２０レーンのご予約 
２日  １０時００分よりおよそ ５時間   全レーン貸切の競技大会  
４日  ２１時００分よりおよそ１時間半     １６レーンのご予約 
８日  １０時００分からおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
９日  １７時００分からおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 

１１日  １８時００分よりおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
１５日  １０時００分よりおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
１６日   ９時３０分よりおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 
１９日  １６時００分よりおよそ１時間半     １５レーンのご予約 
２２日   ９時００分よりおよそ３時間半  全レーン貸切後１８レーンのご予約 
２３日  １０時００分よりおよそ１時間半     １７レーンのご予約 



２００８年３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。 
３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) 

5(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 

7(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 

9(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 

12(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 

14(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 

16(日) 20：00 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(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 

21(金) 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 

23(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 

26(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 

28(金) 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(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 

４月上旬開催予定大会 

2(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 

４(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 

※ 先月号にてご案内した３月上旬の大会日程に変更がございましたのでご注意下さい。 

誤 ３月２日(日) ２０：００ アサヒカップ   →  正 大会無し 

誤 ３月５日(水) ２０：３０ メンバーズ月例会 →  正 アサヒカップ 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
２００８年１月６日からの大会結果一覧です。２月３日からの成績は４月号にて！ 
アサヒカップ 1/6 

優 勝 尾崎 英一   ８７２（Ｈ／Ｃ  ４） 
準優勝 本多 等    ８２７（Ｈ／Ｃ １４） 

第３位 青山 政司   ８２１（Ｈ／Ｃ ２０） 
メンバーズ月例会 1/9 

優 勝 神立 明仁   ６６０（Ｈ／Ｃ １５） 
準優勝 海老原 圭一  ６５８（Ｈ／Ｃ  ７） 
第３位 広瀬 哲男   ６２５（Ｈ／Ｃ ４０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 1/11 
優 勝 幸田 一之   ８７３（Ｈ／Ｃ  ７） 
準優勝 沖田 節    ８３７（Ｈ／Ｃ １５） 
第３位 尾崎 英一   ８２６（Ｈ／Ｃ  ４） 

２００７年度グランドチャンピオン決定戦 1/13 
優 勝 藤井 真弓  １３５２（Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 北村 干   １３５０（Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 尾崎 英一  １３３０（Ｈ／Ｃ  ０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 1/16 
優 勝 檜垣 智美   ８４７（Ｈ／Ｃ  ６） 

準優勝 荒川 大    ８３１（Ｈ／Ｃ １６） 
第３位 沖田 節    ７７１（Ｈ／Ｃ １２） 

つくばユーワールド杯 1/18 
優 勝 幸田 一之   ８８８（Ｈ／Ｃ  ７） 
準優勝 北村 干    ８４８（Ｈ／Ｃ  ４） 
第３位 湯原 浩一   ８３０（Ｈ／Ｃ  ８） 

ダイドードリンコカップ 1/20 
優 勝 幸田 一之   ８８１（Ｈ／Ｃ  ７） 
準優勝 尾崎 英一   ８４８（Ｈ／Ｃ  ４） 
第３位 昆野 正明   ８３２（Ｈ／Ｃ  ９） 

コカコーラカップ 1/23 
優 勝 阿部 健治   ９２９（Ｈ／Ｃ １０） 
準優勝 尾崎 英一   ８４５（Ｈ／Ｃ  ４） 

第３位 幸田 小夜子  ８１７（Ｈ／Ｃ ３７） 
プロショップ大謝恩大会 1/24,25,26,27 

優 勝 五十嵐 瑞恵  ７１５（Ｈ／Ｃ １５） 
準優勝 藤井 真弓   ６５４（Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 幸田 一之   ６５０（Ｈ／Ｃ  ０） 
マンスリーチャンピオン決定戦 1/30 

優 勝 檜垣 智美   ６７２（Ｈ／Ｃ １５） 
準優勝 昆野 正明   ６１１（Ｈ／Ｃ  ５） 
第３位 海老原 圭一  ６３５（Ｈ／Ｃ  ０） 

アサヒカップ 2/1 
優 勝 海老原 圭一  ８８０（Ｈ／Ｃ  ８） 

準優勝 阿部 健治   ８５９（Ｈ／Ｃ １３） 
第３位 湯原 浩一   ８１２（Ｈ／Ｃ １２） 

メンバーズ月例会 2/3 
優 勝 尾崎 英一   ６５０（Ｈ／Ｃ  ２） 

準優勝 渡辺 はつ倭  ６０３（Ｈ／Ｃ ２５） 
第３位 幸田 一之   ５８３（Ｈ／Ｃ  ６） 



 

 

 

 

～７-１０リーグ参加者募集の巻～ 

 「楽しくたくさんの仲間とボウリングをしたい」 

 「場数を増やしていろんな大会で活躍したい！」 

と、お考えの方！ 

『スポーレボウルの 

7-10 リーグに参加してみませんか？』 
 

 

スポーレボウル開場以来行っている伝統ある『7-10 リーグ』に参加してみませんか？ 

３人１チームで総当り戦を行っていきます。一人でもお友達同士でのご参加でも大歓迎です！ 

 

 

 

 ・毎週月曜日 夜８時３０分スタート 

  

 ・３人１組のチーム戦となります 

 一人ひとりのアベレージを参考にチーム力が均等になるように構成します 

(チームの構成は原則抽選で行います。グループなどでご参加の場合はこの限りに有らず) 

 

 ・月曜日にどうしても参加が出来ない週は「先投げ制度」がご利用頂けます 

 事前にスコアを記録することができるので、チームのみんなに迷惑がかかりません！ 

 

 ・通常の大会と同様、公認ゲームとしてカウントされますので各種大会に向けたハンディキャップの確保や 

  「トップボウラー制度」活用のためにゲーム数を稼ぐことも出来ます 

 

 ・参加費は１週２０００円。通常の大会よりもお安くなっています！ 

  もちろん全日程終了後には順位に応じた賞品のご用意もございます 

経験が無くても大丈夫！想像以上の楽しさで仲間の輪が格段に広がります！ 

参加をご希望の方はスポーレボウルスタッフか花本プロまでお申し出下さい 

７－１０リーグ新規スタートは３月１０日を予定しております。スタート後の申し込みはお受けできません。ま

た定員になり次第参加募集を締め切らせていただきますのでお早めにご連絡下さい 

 

         同時募集！ 
スポーレボウルでは毎週金曜日に熟年者向けの『げんき会リーグ』も開催中！ 

個人戦で争うこちらも参加者を募集いたしております。 

・参加条件 ５０歳以上の方ならどなたでも！ 

・開催日程 毎週金曜日１３時スタート 

・参加費  ２０００円 



・競技内容 個人戦４ゲームの総当たり戦 

 

 

 

 

 

 

 

ストライクは『Ｘ』又は『 』と記入します。ローマ数字で『Ｘ』は１０でカウント１０と同じ意味合いです。 

 

『ベストヒットストライクの際、ピンに当たるベストヒットポイント』 

 

 

 

         ボールが１番ピンに当たる点は⑦④②①の延長ラインポイントに 

 

         ボールが３番ピンに当たる点は⑩⑥③の延長ラインポイントに 

 

         ボールが５番ピンに当たる点は⑧⑤の延長ラインポイントに 

 

         そして９番ピンの正面に 

    

実際にボールが当たって倒れるピンは①③⑤⑨のピンだけ 

ということになります。 

ボールが１番ピンに当たる際の入射角度によってストライクの確立は大きく変わってきます。最も確率の高い入

射角度は７度と言われています。 

ではストレートボールで７度の入射角度を取ろうとすると 

ｔａｎ７゜ ｘ 18.28ｍ = 2.24…ｍ とまぁ思い出したくもない三角関数やら三平方の定理やらで

導き出された結果、レーン上で表現すると自分の投球レーンより１レーン右隣の更に右のガターレーンの上からレ

ーンを飛び越え、さらにガターを２本飛び越え投球するしかありません。(図Ａ参照) こんな投球は無理というこ

とでフックボールを投げるわけです。 

 

      １枚目(エッジボード)から曲がり始めた場合、３度・５度・７度 

の入射角度を取るには１番ピンからどれくらいの距離から 

曲がり始めなければならないのでしょうか？ 

 

図Ｂに示したＡＢＣのラインにご注目！ 

Ａは入射角度７度の線。 

ダウンレーンマークの先端より８０センチ先 

１番ピンから４.３９７９メートルの距離です 

Ｂは入射角度５度の線。 

１番ピンから６.１７２２メートルの距離です 

Ｃは入射角度３度の線。 

ダウンレーンマークより１８７センチ手前 

１番ピンから１０.３０３８メートルの距離です 

 

実際のフックボールは放物線を描くのでフッキングポイント 

は少し手前になるわけですね。 

       レーンの攻略にお役立て下さい！ 

 


