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２００８年度、女子プロボウラーでもっとも輝いていたあの方！が５月３日当スポーレボウルにやって

きます。Ｐリーグでお馴染みの２００８年度 賞金・ポイント・アベレージランキング１位の三冠女王

☆姫路麗プロ☆です！  トッププロにチャレンジしたい皆様！！ ご参加おまちしています。 

 

日   時：５月３日 

時   間：１９：００ 

ゲーム方式：３ゲーム・アメリカン方式 

Ｈ ／ Ｃ：当センター公認オフィシャルハンディキャップ採用 

定   員：９３名 

  参 加 費： 前売り券 会員 2900 円  一般 3400 円 

         当日券  会員 3200 円  一般 3700 円 

※ 当日はみなさんお馴染みのプロも参加予定です♡ 

 

スポーレボウルを活用して、ボウリングもうまくなれる方法！ 
スポーレボウルではいろいろなサポートプランをご用意いたしておりますが、今回はボウリング

教室や得割キャンペーンを活用してスキルアップを図る以外にも、競技大会などに参加して試合

の雰囲気を味わいながら、参加選手と相互に刺激しあいながらスキルアップを図る方法をご紹介

します！ 
トップボウラー制度 

公認大会における消化ゲーム数・アベレージ・年齢によってポイントランキングを算出し、翌月

のゲーム料金に優遇を受けられる制度です。ランキング上位に入らなくても、ゲーム数を一定数

消化するだけであなたのゲーム料金が安くなるお得なサポートシステムです！ 
オフィシャルハンディキャップ（OHC）制度 

スポーレボウルではメンバーの皆様のボウリングライフ、大会などでのご活躍をサポートするため、Ｏ

ＨＣ制度を設けております。ＯＨＣは該当月直前３ヶ月の公認ゲームのアベレージからハンディキャッ

プを算出するもので、当センターでは算出基準点を２００点と定め、以下のように定義しております。 
ＯＨＣ獲得条件： 
該当月直前３ヶ月間に公認ゲームを９ゲーム以上消化していること。 
ＯＨＣ算出方法： 
該当月直前３ヶ月間の公認ゲーム９ゲーム以上のアベレージを基準点の２００点から引き、その数字の

８０％が該当月のＯＨＣのピン数となります。たとえばあなたが該当月直前の３ヶ月間に９ゲーム以上

を消化し、そのアベレージが１６５であった場合、あなたのＯＨＣは…。 
（２００－１６５）× ８０％ ＝ ３５ × ８０％ ＝ ２８ピン となります。 

なお、計算にて小数点以下が発生した場合、小数点以下は切り捨てます。また、ＯＨＣの男子の上限は

４０ピン、女子は４８ピンです。 
ＯＨＣは１ヶ月ずっとそのまま？ 
基本的に、その月は同じハンディキャップ点数を各大会にて使用することができます。ＯＨＣを使用す

る大会において、上位５名に入賞された選手は、そのハンディキャップの２割をカットさせていただき

ます。 
この他にも活用法いろいろ！スポーレでボウリングして、トクして巧くなってしまいましょう！ 



 ２００９年 ４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。 
４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) 

1(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 

3(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  

８(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 

10(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(土) 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 

15(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 

17(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 

19(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 

22(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 

24(金) 20：30 つくばユーワールド杯 ４Ｇ オフィシャル 会員・一般 2800 円 

2９(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 

５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) 19：00 姫路麗プロチャレンジマッチ ３Ｇ オフィシャル 本紙表面を参照下さい 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
２００９年２月２７日からの大会結果一覧です。３月２５日からの成績は５月号にて！ 
ダイドードリンコカップ 2/27 

優 勝 北村 干    ９２７（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 登坂 信彦   ８６９（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 昆野 正明   ８４４（Ｈ／Ｃ １６） 
マンスリーチャンピオン決定戦 2/28 

優 勝 北村 干     － （Ｈ／Ｃ １０） 
準優勝 吉田 忠     － （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 神立 明仁    － （Ｈ／Ｃ  ５） 
アサヒカップ 3/4 

優 勝 昆野 正明   ９３４（Ｈ／Ｃ １８） 
準優勝 佐藤 誠一   ９１１（Ｈ／Ｃ ３３） 

第３位 尾崎 英一   ９００（Ｈ／Ｃ  ５） 
メンバーズ月例会 3/6 

優 勝 吉田 忠    ７０３（Ｈ／Ｃ １５） 
準優勝 檜垣 守男   ６７８（Ｈ／Ｃ ３３） 

第３位 井浦 敏之   ６２７（Ｈ／Ｃ ３１） 

花本正登プロチャレンジマッチ 3/7 
優 勝 幸田 一之   ８７６（Ｈ／Ｃ ２６） 
準優勝 山中 潔    ８４５（Ｈ／Ｃ １９） 

第３位 久松 正人   ８２７（Ｈ／Ｃ ２１） 

ダイドードリンコカップ 3/11 
優 勝 昆野 正明   ８８６（Ｈ／Ｃ １４） 
準優勝 海老原 圭一  ８７１（Ｈ／Ｃ  ３） 
第３位 大野 一生   ８３７（Ｈ／Ｃ  ８） 

つくばユーワールド杯 3/13 
優 勝 昆野 正明   ８２８（Ｈ／Ｃ １１） 

準優勝 広瀬 哲男   ８０９（Ｈ／Ｃ ２７） 
第３位 尾崎 英一   ７９９（Ｈ／Ｃ  ５） 

コカコーラカップ 3/14 
優 勝 青山 政司   ８３４（Ｈ／Ｃ １６） 
準優勝 大垣 成夫   ７８２（Ｈ／Ｃ ２５） 

第３位 山中 潔    ７５４（Ｈ／Ｃ １０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 3/18 
優 勝 大野・昆野  １２５８（Ｈ／Ｃ １６） 

準優勝 堀田・海老原 １２４８（Ｈ／Ｃ ３１） 
第３位 佐藤・湯原  １１９８（Ｈ／Ｃ ５０） 

レディース＆シニア月例会 3/22 
優 勝 吉田 忠    ６４２（Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 柳堀 正夫   ６００（Ｈ／Ｃ １５） 
第３位 大垣 成夫   ５６９（Ｈ／Ｃ １０） 

４月の団体予約状況（３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 

１８日 １２時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 
２６日 １０時００分よりおよそ５時間   １６レーンの競技大会 


