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姫路麗プロチャレンジマッチまもなく開催！！ 
皆様お待ちかねの 5 月 3 日に開催されます姫路麗プロチャレンジマッチの詳細をお知らせいたします。 

日   時：５月３日 

時   間：１９：００スタート 

定   員：９３名 

ゲーム方式 ：３ゲーム・アメリカン方式 上位 5 名によるチャレンジマッチあり 

Ｈ ／ Ｃ    ：年齢性別ハンディキャップ採用 

  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 

  表   彰：優勝～第５位・７位・１０位 以下５飛び賞 Ｂ/Ｂ・Ｈ/Ｇ賞 抽選賞 勝利者賞 

当日のタイムスケジュール 

  １８：００ ～ １８：３０   サイン会を開催しますっ！ 

  １８：３５ ～ １８：５０    姫路プロ公開ウォーミングアップ （11・12 レーン使用予定） 

  １８：５５ ～     競技内容等の説明 

  １９：００ ～ １９：１０      大会練習ボール 

  １９：１０   ～            試合開始 
 

ゴールデンウィーク・営業時間のお知らせ 
 今年のゴールデンウィーク、スポーレボウルは以下の時間帯で営業いたします。 
          オープン   クローズ   料金 
 ４月２８日    あさ１０時  深夜 ３時  平日料金 （おはようボウル正午まで） 
   ２９日    あさ ８時  深夜 ２時  日祭日料金（おはようボウルあさ１０時まで） 
   ３０日    あさ１０時  深夜 ２時  平日料金 （おはようボウル正午まで） 
 ５月 １日    あさ１０時  深夜 ３時  平日料金 （おはようボウル正午まで） 
    ２日    あさ ８時  深夜 ３時  土曜日料金（おはようボウル正午まで） 
    ３日～５日 あさ ８時  深夜 ３時  日祭日料金（おはようボウルあさ１０時まで） 
 ５月 ６日    あさ ８時  深夜 ２時  日祭日料金（おはようボウルあさ１０時まで） 

また、期間中は大変な混雑が予想されますので、早朝・深夜など比較的空いている時間帯をご利用く

ださいますよう、ご案内申し上げます。混雑状況などについてのお問い合わせは、お電話にて承ります。

電話０２９－８３９－５６５６。 
※ ２日～６日につきましては、レーン予約は午前中のみとなります。あらかじめご了承ください。 

５月の団体予約状況（４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 

３日 １９時００分よりおよそ３時間   全レーン貸切のセンター大会 
８日 １８時３０分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 
９日  ８時３０分よりおよそ１時間半    １９レーンのご予約 

１０日 １０時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
２０日 １８時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

    ３０日 １０時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 



 

２００９年 ５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。 
５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(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 年齢性別 本紙表面を参照下さい 

６(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(土) 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(水) 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 

15(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 

17(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 

20(水) 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 

22(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 

27(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 

30(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 

６月上旬開催予定大会 

３(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 

５(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３月２５日からの大会結果一覧です。４月２２日からの成績は４月号にて！ 
ダイドードリンコカップ 3/25 

優 勝 青山 政司   ９１０（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 尾崎 英一   ８６５（Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 北村 干    ８４２（Ｈ／Ｃ  ０） 
野口圭プロチャレンジマッチ 3/27 

優 勝 海老原 圭一  ９１６（Ｈ／Ｃ  ３） 
準優勝 吉田 忠    ８２９（Ｈ／Ｃ １２） 

第３位 幸田 一之   ８２５（Ｈ／Ｃ  ３） 
マンスリーチャンピオン決定戦 3/28 

優 勝 山中 潔     － （Ｈ／Ｃ １０） 
準優勝 海老原 圭一   － （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 神立 明仁    － （Ｈ／Ｃ  ５） 
アサヒカップ 4/1 

優 勝 尾崎 英一   ８６９（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 神立 明仁   ８４７（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 幸田 一之   ８４２（Ｈ／Ｃ  ５） 

メンバーズ月例会 4/3 
優 勝 尾崎 英一   ７４２（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 吉田 忠    ７２６（Ｈ／Ｃ １１） 

第３位 阿部 健治   ６３７（Ｈ／Ｃ  ０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 4/8 
優 勝 檜垣 守男   ９０８（Ｈ／Ｃ ３１） 
準優勝 檜垣 智美   ８７１（Ｈ／Ｃ  ７） 

第３位 阿部 健治   ８６９（Ｈ／Ｃ  ０） 
ダイドードリンコカップ 4/10 

優 勝 昆野 正明   ９２４（Ｈ／Ｃ １２） 
準優勝 阿部 健治   ９０３（Ｈ／Ｃ  ０） 
第３位 佐藤 誠一   ８９８（Ｈ／Ｃ ２７） 

野口圭プロチャレンジマッチ 4/15 
優 勝 沖田 節    ９００（Ｈ／Ｃ １０） 

準優勝 幸田 一之   ８７９（Ｈ／Ｃ  ５） 
第３位 阿部 健治   ８２５（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 4/17 
優 勝 柳堀・宮崎  １２２１（Ｈ／Ｃ ３４） 

準優勝 神立・尾崎  １１８８（Ｈ／Ｃ １４） 
第３位 戸泉・吉田  １１８６（Ｈ／Ｃ  ８） 

レディース＆シニア月例会 4/19 
優 勝 吉田 忠    ６０４（Ｈ／Ｃ  ５） 

準優勝 大垣 成夫   ６０１（Ｈ／Ｃ １０） 
第３位 西野 貴志   ６０１（Ｈ／Ｃ １０） 

 


