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姫路麗プロチャレンジマッチ大会結果発表 
５月３日に当スポーレボウルにて行われた、姫路麗プロチャレンジマッチの大会結果を皆様にお知らせ

いたします。当日は、大勢の方々・姫路プロの協力のもと大変盛り上がりのある大会となりました。 

ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。そして、盛り上げて頂きありがとうございます。 

 

優勝されたのは幸田一之選手（写真左から２番目）、優

勝スコアは９５５ピン(２０)カッコ内は総Ｈ/Ｃ 

１Ｇ：２２３ ２Ｇ：２４２ ３Ｇ：２６５  

１ゲームマッチ：２０５ 

以上がゲーム毎のスコアになります。 

２位～５位・Ｈ/Ｇの選手の発表を以下にいたします。 

第２位 粢 正己  選手 ９１６ピン 写真左隅 

第３位 大垣 成夫 選手 ９０６ピン 写真中央 

第４位 小池 雅明 選手 ８７５ピン 写真右２番目 

第５位 渡辺 智子 選手 ８６１ピン 写真右隅 

Ｈ／Ｇ 幸田 一之 選手 ２６５ピン 

※１ゲームマッチでの勝利者はナシとなりました 

     姫路麗プロのスコア 
１Ｇ ： ２０６ 

２Ｇ ： ２６７ 

３Ｇ ： ２２５ 

３ゲームトータル ６９８ピン 

１ゲームマッチ  ２３３ピン 

 

スポーレボウルイベント速報 ！ ！ 
当スポーレボウル支配人であり、プロボウラーでもある花本正登プロが、今年でプロ生活３５周年を迎

えることとなりました。そこで、『プロ生活３５周年記念大会』を開催することにいたしました。県内

のプロにもご参加いただく予定です。もちろん皆様にも盛り上げていただきたいと思っておりますので

ご協力をお願い致します。日時は７月１２日(日)を予定しております。詳細は来月号にて… 

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 

１０日 １８時３０分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 
２０日 １０時３０分よりおよそ１時間半       ２０レーンのご予約 

    ２１日 １０時００分よりおよそ１時間半       ２０レーンのご予約 
    ２８日  ８時３０分より１７時前後まで       競技大会により貨切 
 



２００９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 G 数 HDCP 参加費 (お一人様) 

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  

6(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 

10(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 

12(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 

13(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 

17(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 

19(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 

21(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 

24(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 

26(金) 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 

７月上旬開催予定大会 

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  

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 
２００９年４月２２日からの大会結果一覧です。５月２７日からの成績は７月号にて！ 
ダイドードリンコカップ 4/22 

優 勝 神立 明仁   ９０３（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 小柗 真志   ８９７（Ｈ／Ｃ  ４） 

第３位 尾崎 英一   ８９４（Ｈ／Ｃ  ９） 
つくばユーワールド杯 4/24 

優 勝 尾崎 英一   ９２２（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 古橋 輝樹   ９１５（Ｈ／Ｃ ２３） 

第３位 北村 干    ８８８（Ｈ／Ｃ  ０） 
マンスリーチャンピオン決定戦 4/29 

優 勝 神立 明仁    － （Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 阿部 健治    － （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 檜垣 智美    － （Ｈ／Ｃ １５） 
アサヒカップ 5/1 

優 勝 檜垣 守男   ９５４（Ｈ／Ｃ ２４） 
準優勝 登坂 信彦   ９０１（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 湯原 浩一   ８５５（Ｈ／Ｃ ２８） 

姫路麗プロチャレンジマッチ 5/3 
優 勝 幸田 一之   ９５５（Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 粢 正己    ９１６（Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 大垣 成夫   ９０６（Ｈ／Ｃ １０） 

メンバーズ月例会 5/6 
優 勝 神立 明仁   ６５３（Ｈ／Ｃ １２） 
準優勝 佐藤 誠一   ６４４（Ｈ／Ｃ ３５） 

第３位 尾崎 英一   ６１６（Ｈ／Ｃ  ４） 

花本正登プロチャレンジマッチ 5/9 
優 勝 吉田 忠    ８８０（Ｈ／Ｃ  ９） 
準優勝 沖田 節    ８６１（Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 尾崎 英一   ８３９（Ｈ／Ｃ  ４） 
つくばユーワールド杯 5/13 

優 勝 登坂 信彦   ９２５（Ｈ／Ｃ  ０） 
準優勝 藤井 真弓   ９１４（Ｈ／Ｃ  ４） 
第３位 阿部 健治   ８４３（Ｈ／Ｃ  ０） 

コカコーラカップ 5/15 
優 勝 小柗 真志   ９０８（Ｈ／Ｃ  １） 

準優勝 登坂 信彦   ８９５（Ｈ／Ｃ  ０） 
第３位 沖田 節    ８９４（Ｈ／Ｃ １０） 

レディース&シニア月例会 5/17 
優 勝 吉田 忠    ６４８（Ｈ／Ｃ  ５） 
準優勝 柳堀 正夫   ６４８（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 大垣 成夫   ６１７（Ｈ／Ｃ １０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 5/20 
優 勝 幸田・阿部  １３３７（Ｈ／Ｃ  ４） 

準優勝 檜垣夫婦   １２９３（Ｈ／Ｃ ２２） 
第３位 宮崎・柳堀  １２５２（Ｈ／Ｃ ３１） 

野口圭プロチャレンジマッチ 5/22 
優 勝 小柗 真志   ９２０（Ｈ／Ｃ  １） 
準優勝 阿部 健治   ９０７（Ｈ／Ｃ  ０） 
第３位 沖田 節    ８７０（Ｈ／Ｃ １０） 

 
 



当スポーレボウルも７月８日を持ちまして開場９周年を迎えることとなりました。これ

も日ごろからご愛顧いただいております皆様のおかげと思っております。今年も皆様へ

の感謝の意をこめまして、開場記念大会・記念イベントを開催したいと思います。皆様

多数のご来場こころよりお待ちいたしております。 
これからもスポーレボウルを宜しくお願い致します。 

 
今年はスポーレボウル開場９周年を記念いたしまして、なんと定員９００人を集めて 

でっかいフリータイムを開催しちゃおうと思います。ご来場いただいた方みんなに楽し

んでいただけるような大会にしたいと考えております。大会商品もテレビやらＤＳやら

盛りだくさんで皆様をお待ちしています！スポーレにレッツゴー 

 

開 催 日 時： ６月１５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： ９００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。 

 

以上、詳しくはフロントにてご確認下さいませ。 



 
今年は９周年記念イベントといたしまして２つのイベントを用意いたしました。 

皆様に楽しんでいただけると幸いと思います。皆様お誘い合わせの上ご来場下さ 

いますようお願いいたします。 

 

お父さんと夏休み！ファミリーボウリングパック 

  ７月１日～８月末まで(お盆期間は除く)、期間限定で小学生以下のお子様をお連れのファ

ミリーを対象にお得なパックを開始いたします。 

パック料金の内容といたしましては、２Ｇ＋貸靴込みで１０００円！！ 

この間にボウリングを通じて家族間のふれあい・団結を深めてみてはいかがですか？ 

 

ラッキールーレット 

ゲーム中に画面上で突如はじまるルーレットゲーム！ラッキーナンバーに当選した方  

にはささやかではありますが、粗品をプレゼントしちゃいます！ 

こちらのイベントは、７月１日～８月末まで連日開催いたします。スポーレボウルで 

ゲームもイベントもダブルで楽しんじゃいましょう。 

 

今年も恒例の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１０時より１７時までにご来場のお

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。当日は大変な混雑が予想さ

れますのでお早目のご来場をお待ちしています。 

 


