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６月２２日はボウリングの日っ！！
一年も早いもので今年もボウリングの日が近づいてまいりました。
１８６１年６月２２日は、日本(長崎)に最初にボウリングが伝わった記
念すべき日として「ボウリングの日」となっています。当センターもボ
ウリングの日は記念イベントと致しまして、オープン８時より正午まで
にご来場のお客様へ、お一人様２ゲームを無料(レンタルシューズは有
料)にてご招待しちゃいます！！お友達同士、お誘いあわせの上、みん
なでスポーレボウルにレッツゴー！！また、当日は各地のボウリング場
でも同じようにイベントを開催しています。一日かけてボウリング場め
ぐりをしてみてはいかがでしょうか？きっと心地よい疲労感に包まれ
る充実した一日になるはずです。スポーツボウリングとして楽しめばダ
イエット効果も期待できるかも！？

野口圭プロ１０周年記念大会開催！
当スポーレボウル専属で皆様お馴染みの野口圭プロが、今年の 6 月でプロ生活 10 周年を迎える
こととなりました。そこで、スポーレボウルでは野口圭プロ 10 周年記念大会を開催いたします。
ご存知の通り野口プロはいつも楽しく、良く言えば少年のような心を持った方であり悪く言…う
のは止めておきます(笑・悪いところなんてありません！)。そんな野口プロの記念大会ですから楽
しく、時には笑いもあるような和やかな大会にしていきたいと考えております。
今後の野口プロの活躍を祈願して行う大会となりますので、お友達などお誘い合わせの上、ご参加
いただけますようお願い致します！
なお、事前予約も受け付けております。(投球レーンのご指定も頂けます)詳しくはお電話、もし
くはフロントにて直接お問い合わせください。
開催日
参加費
ハンディ
ゲーム方式

表 彰
お楽しみ♪

６月２７日 (金)
昼の部 １３時〜
夜の部 ２０時〜
一般 ２８００円
会員 ２５００円
オフィシャルハンディキャップ採用
昼 予選 ３ゲーム
決勝 １ゲームマッチ (上位５名+抽選２名)
夜 予選 ３ゲーム
上位５名+抽選２名+野口プロによるトーナメント戦
優勝〜第５位 第７位 第１０位以下飛び賞有り
決勝ラウンドでの勝利者賞 などなど
レッドピンチャレンジ
ヘッドピンに赤いピンがセットされたときにストライクを出すと…

６月の団体予約状況（５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
６日 １０時３０分よりおよそ１時間半
２０レーンのご予約
７日 １０時００分よりおよそ２時間
全レーン貸切のご予約
２８日 １０時００分よりおよそ１時間半
１８レーンのご予約
２９日
９時３０分よりおよそ１時間半
全レーン貸切のご予約

２００８年６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。
６月開催予定大会
日付
開始時刻 大会名
１(日)
20：00 アサヒカップ
4(水)
20：30 メンバーズ月例会
6(金)
20：30 花本正登プロチャレンジマッチ
8(日)
20：00 ダイドードリンコカップ
11(水) 20：30 つくばユーワールド杯
13(金) 20：30 ダブルスプロチャレンジマッチ
15(日) 12：00 レディース＆シニア月例会
18(水)
20：30 コカコーラカップ
20(金) 20：30 ダイドードリンコカップ
25(水) 20：30 つくばユーワールド杯（１ドロップ大会）
27(金) 13：00
野口圭プロ 10 周年記念大会
20：00
29(日) 20：00 マンスリーチャンピオン決定戦
７月上旬開催予定大会
2(日)
20：00 アサヒカップ
4(金)
20：30 メンバーズ月例会

G数
４Ｇ
３Ｇ
３Ｇ
４Ｇ
４Ｇ
３Ｇ
３Ｇ
４Ｇ
４Ｇ
4Ｇ

HDCP
オフィシャル
オフィシャル
オフィシャル
オフィシャル
オフィシャル
オフィシャル
年齢性別
オフィシャル
オフィシャル
オフィシャル

参加費 (お一人様)
会員 2,800 円 一般 3,200 円
会員大会 2,500 円
会員 2,500 円 一般 2,800 円
会員 2,800 円 一般 3,200 円
会員 2,800 円 一般 3,200 円
チーム 5,000 円
会員 2,500 円 一般 2,800 円
会員 2,800 円 一般 3,200 円
会員 2,800 円 一般 3,200 円
会員・一般 2,800 円

３Ｇ

オフィシャル

会員 2,500 円 一般 2,800 円

３Ｇ

年齢性別

会員 2,500 円 一般 2,800 円

4G
3G

オフィシャル
オフィシャル

会員 2,800 円 一般 3,200 円
会員大会 2,500 円

各大会優勝〜第３位入賞選手一覧
２００８年４月３０日からの大会結果一覧です。５月２３日からの成績は７月号にて！
４月度マンスリーチャンピオン決定戦 4/30
ダイドードリンコカップ 5/16
優 勝 北村 干
− （Ｈ／Ｃ １０）
優 勝 湯原 浩一
８６６（Ｈ／Ｃ
準優勝 沖田 節
− （Ｈ／Ｃ １０）
準優勝 幸田 一之
８３１（Ｈ／Ｃ
第３位 吉田 征洋
− （Ｈ／Ｃ １０）
第３位 尾崎 英一
８１３（Ｈ／Ｃ
アサヒカップ 5/2
コカコーラカップ 5/18
優 勝 登坂 信彦
８８８（Ｈ／Ｃ １２）
優 勝 沖田 節
８６０（Ｈ／Ｃ
準優勝 阿部 健治
８４６（Ｈ／Ｃ ０）
準優勝 野口 眞也
８５４（Ｈ／Ｃ
第３位 沖田 節
８３７（Ｈ／Ｃ ９）
第３位 阿部 健治
８３７（Ｈ／Ｃ
プロショップ大謝恩大会 5/6〜5/11
ダブルスプロチャレンジマッチ 5/21
優 勝 幸田 一之
７０１（Ｈ／Ｃ １２）
優 勝 北村・幸田
１３３３（Ｈ／Ｃ
準優勝 藤井 真弓
６８８（Ｈ／Ｃ ５）
準優勝 花本・阿部
１２５３（Ｈ／Ｃ
第３位 阿部 健治
６８５（Ｈ／Ｃ ０）
第３位 久松・湯原
１２４２（Ｈ／Ｃ
メンバーズ月例会 5/14
つくばユーワールド杯 5/23
優 勝 阿部 健治
７００（Ｈ／Ｃ ０）
優 勝 登坂 信彦
９３４（Ｈ／Ｃ
準優勝 北村 干
６６１（Ｈ／Ｃ ０）
準優勝 沖田 節
９１１（Ｈ／Ｃ
第３位 湯原 浩一
６４６（Ｈ／Ｃ １９）
第３位 海老原圭一
９０６（Ｈ／Ｃ

１５）
９）
１）

９）
１１）
０）

９）
７４）
２４）

１２）
９）
４）

プロショップ大謝恩大会〜大会結果発表〜☆
５月６日〜１２日にかけて、全１９シフトにも及んだ戦いも大いに盛り上がりを見せ終了いたしました。
ご参加いただきました皆様 誠にありがとうございました。
優 勝
幸田 一之
７０１(３６)
第４位
村松 昇
６８５(６９)
準優勝
藤井 真弓
６８８(１５)
第５位
阿部 健治
６８４(０)
第３位
阿部 健治
６８５(０)
(選手名敬称略)

大会ではパーフェクトゲームがっ！！
第 8 シフト 2 ゲーム目におきまして阿部健治選手が見事パーフェクトゲームを達成し、大会を盛
り上げてくれました！今後の大会でも皆さんに期待してますよ〜！

６月のレーン攻略法
(花本正登プロ)

━ ボールの曲がりが大きい方
━ ━ ボールの曲がりが小さい方

詳しい解説をご希望の方はフロントにてセンター所属の専
属プロボウラーのほか、プロ協会認定インストラクターから
詳しくご説明をさせていただきます。
（混雑時などお時間によってはご希望に添えない場合がございます）

また、より実践的なボウリングを目指す方へのスクールもご用
意いたしておりますので、ぜひご参加ください！

＝ワンポイント＝
・ かまぼこ型のクラウンレーンです。
・ オイルの 壁 を作っていないのでコントロールを
身に付けるには良い練習となります。
・ スパットとフッキングポイント(ボールの曲がり初
め)を線で結び、その線の上をボールを転がす
ようにしてみよう。
・ ショートオイルですので 内側に引っ張る のはナ
ンセンスです。

上記のラインは右投げ用です。左投げの方は対称のラインをイメージしてみて下さい。

最も難しい話に入ることになります
ボウリングのスコアリングはレーンコンディションとの戦いになります
過去に似通ったコンディションがあってもまったく同じというコンディションは有り得ません
今日では均一の作業が可能なレーンメンテマシンでレーンメンテは行われるものの その日の湿度や気温で仕上
がったコンディションには微妙な格差が生じます
またレーンメンテナンス後の稼動ゲーム数や経過時間によって刻一刻とコンディションは変化します この変化に
対応しながらスコアーメイクするのがボウリングであり それが技術力なのです
メンテマシンによってもコンディショナー散布方法の設定の仕方によってもコンディションに差が現れます
当ボウルのオープン当初の頃全国的にも主流を成していたメンテマシン「シャトル」のコンディションは縦にオイル
の濃淡が表現されていたため 比較的縦に幅狭く攻める投法(ボールの軌道がやや直線的)が安定したスコアーメ
イクが出来たのですが ２年前に導入した「ケーゲル」でメンテしますとオイルの濃い部分が手前では広く先に行く
に従い細くなるように散布することが出来ますので ボールをオイルの濃いゾーンに落とし薄いゾーンに向いて投
げる「出し戻し」タイプの投法(ボールの軌道が放物線を描く)に変えることがハイスコアを生みアベレージアップに
繋がります
昨今のボールの開発もこのコンディションを考慮してオイルの濃いゾーンでは滑り 薄い(または無い)ゾーンから曲
がり始める特色を持った種類のものが多く発売されています
時代の波に乗り遅れず「出し戻し投法」を身につけ「新技法でドリルされた強い武器＝ボール」を持たれることが栄
光の道へと繋がるものと思います
基本的なレーンアジャスティング法
レーンの規格を頭に入れよう

各距離の比 (アドレスからファール)：(ファールからスパット)：(スパットからピン)＝１：１：３
スパッドを同じにして投球しピン１本右ｏｒ左にずらすには何枚アドレスの位置を変えれば良いでしょう
(アドレスからスパットまで)：(スパットからピンまで)＝(ずれる枚数)：(ピン１本の間隔)
２
：
３
＝
Ｘ
：
４.５枚
この距離関係の対比計算をすると３枚ずれれば良いとの答えが出ます
ストライクやスペアーのコースは上記の数値の応用でアジャスティングは可能ですが オイルの濃淡の差が激しいコ
ンディションでは出来ないこともあります 「アジャスティングの基本」として頭に入れておいてほしい基本数値です
アジャスティングの基本数値を元に経験を積みその日に合ったアジャスティング法を編み出してください
多くの成功の嬉しい体験・失敗の悔しい体験がトップボウラーへの道に通じます 頑張れ！ 頑張れ！
還暦爺さんはボウリング暦３８年間で枚挙に尽きない多くの失敗を繰り返しちょっとばかりの成功を収めて参りま
した これからも日々努力でボウリングの頂点を目指したいと主増す
長い期間乱文にお付き合いくださいまして誠にありがとうございました 一旦このコーナーは今回を持ちましてお
休みとさせて頂きます ありがとうございました

