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9 周年記念企画として今年夏に開催したフリータイム９００ですが、参加いただいた多くの方々から好

評をいただき大成功を収めました。そこで、秋の大感謝祭といたしましてまた開催することに決定いた

しました！前回の反省点を踏まえ、さらにグレードアップしたフリータイム１０００にどうぞご期待下

さい！皆様のご参加お待ちしています。 
 

開 催 日 時： 10 月１日 ～ 定員に達し次第終了 

時   間： いつでもお好きな日にち・お時間にどうぞ 

定   員： 10００名(お１人様何回でも参加できます) 

参 加 費： 1 回５００円(ゲーム代除く) 

対象 ゲーム： 教室を除く全てのゲーム 

ゲー ム方式： 連続した２ゲームのスコアが対象 

【例】○１Ｇ目＋２Ｇ目、２Ｇ目＋３Ｇ目  ×１Ｇ目＋３Ｇ目 

Ｈ  ／ Ｃ： 年齢性別ハンディキャップ採用＋ハウスボウラーは１Ｇ２０ピン 

 

注 意 事 項： 受付後の参加費のご返金はできません 

       不正防止の為、スコア修正は係員が行います。係員以外のスコア修正 

       が確認されたゲームは無効となります。その他不正が発覚した場合に 

       はそのゲームは無効となります。 

 
耳寄り情報！ 

だぴょん 

 
その１：３回以上ご参加いただいた方にはもれなくキューピーストラップを 
    プレゼント！！ 
 
その２：惜しくも入賞されなかった方にもチャンスが・・・・！？ 
 
 

 

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を頂く場合がございます、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。また本誌発行後に団体様のご予約が入る場合がございます。予めご了承下さいませ。 
電話：０２９－８３９－５６５６ 

１日 １０時３０分よりおよそ１時間半       １５レーンのご予約 
 ９日 １８時００分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 
１０日 １３時３０分よりおよそ１時間半       １５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 
     
    



 

２００９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) 

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 

7(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  

9(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 

14(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 

16(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 

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 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 

23(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 

28(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 

30(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 

31(土) 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 

１１月上旬開催予定大会 

4(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 

6(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  

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
２００９年８月２６日からの大会結果一覧です。９月２３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 8/26 

優 勝 小松 真志   ８９９（Ｈ／Ｃ  ０） 
準優勝 登坂 信彦   ８６０（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 檜垣 智美   ８３６（Ｈ／Ｃ  ０） 
つくばユーワールド杯 8/28 

優 勝 阿部 健治   ８６１（Ｈ／Ｃ  ０） 
準優勝 小松 真志   ８４６（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 堀田 広一郎  ８３０（Ｈ／Ｃ ２２） 
マンスリーチャンピオン決定戦 8/29 

優 勝 北村 干     － （Ｈ／Ｃ １０） 
準優勝 登坂 信彦    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 沖田 節     － （Ｈ／Ｃ １０） 
アサヒカップ 9/2 

優 勝 堀田 広一郎 １０１９（Ｈ／Ｃ ３１） 
準優勝 登坂 信彦   ９３３（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 小松 真志   ８９７（Ｈ／Ｃ  ０） 

メンバーズ月例会 9/4 
優 勝 神立 明仁   ６６９（Ｈ／Ｃ １２） 
準優勝 三浦 秀司   ６３８（Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 吉田 忠    ６３１（Ｈ／Ｃ  ３） 

 

花本正登プロチャレンジマッチ 9/9 
優 勝 神立 明仁   ９２６（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 湯原 浩一   ８９５（Ｈ／Ｃ ２４） 

第３位 尾崎 英一   ８８３（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダイドードリンコカップ 9/11 
優 勝 幸田 一之   ９７８（Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 神立 明仁   ９２５（Ｈ／Ｃ  ９） 

第３位 堀田 広一郎  ９１９（Ｈ／Ｃ ２４） 
レディース＆シニア月例会 9/13 

優 勝 三浦 秀司   ６７２（Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 上田 健二   ６６６（Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 宮崎 一男   ６３７（Ｈ／Ｃ １０） 
ダブルスプロチャレンジマッチ 9/16 

優 勝 檜垣夫婦   １３７８（Ｈ／Ｃ ３２） 

準優勝 宮崎・柳掘  １２７７（Ｈ／Ｃ ３７） 
第３位 尾崎・青山  １２４６（Ｈ／Ｃ ４０） 

コカ･コーラカップ 9/18 
優 勝 昆野 正明   ９５２（Ｈ／Ｃ １６） 
準優勝 藤井 真弓   ９２４（Ｈ／Ｃ  １） 

第３位 登坂 信彦   ９０５（Ｈ／Ｃ  ０） 

 

 


