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１月１５日～１７日にかけて行われた“プロショップ杯 with 山下昌吾プロチャレンジマッチ”です

が、皆様から大変ご好評を頂き大成功を収めました。そこで、第二弾を４月１６日～１８日に開催す

ることに決定いたしました！前回ご参加いただいた皆様、また前回出場を逃してしまった皆様、今回

も素晴らしい大会になるかと思います。現在スポーレボウルフロントにて事前申込受付中です。事前

申込をしていただくと抽選でいいものをあげちゃいます！皆様のご出場お待ち致しております！！ 

 

日 時  ： 平成２２年４月１６日（金） ２０：３０ 第①シフト 

              １７日（土） ２０：３０ 第②シフト 

              １８日（日） １８：００ 第③シフト 

２０：３０ 第④シフト 

   参 加 費 ： 会員２５００円 一般２８００円 

大会方式 ： ３ゲーム（アメリカン方式） 

※第③シフト・④シフトには山下プロが参戦しチャレンジマッチを行います 

   ハンディ ： 当センター認定年齢性別ＨＤＣＰ採用 

  表  彰 ： 第①～④シフト通しての表彰となります 

   備 考 ： ４月１５日までに事前申込いただいた方の中から特別抽選賞がございます 

          また第①、第②シフト各１位＋１０名以上のシフトから抽選１名を第③シフトへ 

          ご招待いたします 

          ※②・③シフト前にはレーンメンテナンスを行います 

月間ハイゲーム更新に挑戦！ 
4 月より貸靴機上部のスペースにて月間のハイゲーム記録者の掲示をいたします。シニア(60 以上)

マイボールの部・ハウスボールの部、成人マイボールの部・ハウスボールの部 全部で 4 つの部門が

あり、該当する部門でハイゲームを目指して頂きます。まずは基準点クリアーからスタート！ 

女性やジュニア(18 才以下)には２０ピンのハンディキャップがつくので誰にでも更新のチャンスが

あります！見事ハイゲームをクリアーされた方には“スパ湯～ワールド招待券”を進呈いたしま

す！！皆様のチャレンジお待ちしております！ 
 

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 

 

２日 １８時３０分よりおよそ１時間半    １７レーンのご予約 

１０日 １０時００分よりおよそ１時間半       １３レーンのご予約 

１７日 １２時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 

１９日 １７時００分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

２５日  ８時００分よりおよそ９時間  全レーン貸切の競技大会 
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２０１０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) 

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 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(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 

14(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 

16(金) 

17(土) 

18(日) 

 

20：30  
第２回 プロショップ杯 

with山下昌吾プロ 

チャレンジマッチ 

 

3Ｇ 

 

年齢性別 会員2,500円 一般2,800円 
20：30 

18：00 

20：30 

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 つくばユーワールド杯 ４Ｇ オフィシャル 会員・一般 2800円 

28(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 

30(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 

５月上旬開催予定大会 

7(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 

12(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  

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１０年２月２４日からの大会結果一覧です。３月２４日からの成績は４月号にて！ 

ダイドードリンコカップ 2/24 

優 勝 登坂 信彦   ９７９（Ｈ／Ｃ  １） 

準優勝 戸泉 康治   ９６２（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 藤井 真弓   ８９２（Ｈ／Ｃ  ７） 

野口圭プロチャレンジマッチ 2/26 

優 勝 阿部 健治   ８９７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 藤井 真弓   ８５０（Ｈ／Ｃ  ７） 

第３位 北村 干    ８２５（Ｈ／Ｃ  ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 2/27 

優 勝 北村 干     ― （Ｈ／Ｃ １０） 

準優勝 久松 正人    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 幸田 一之    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

アサヒカップ 3/3 

優 勝 小松 真志   ９４２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 海老原 圭一  ８９３（Ｈ／Ｃ  ６） 

第３位 沖田 節    ８８７（Ｈ／Ｃ ２５） 

メンバーズ月例会 3/5 

優 勝 登坂 信彦   ６７５（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 藤井 真弓   ６１８（Ｈ／Ｃ  ３） 

第３位 幸田 一之   ６０１（Ｈ／Ｃ  ０） 

 

花本正登プロチャレンジマッチ 3/10 

優 勝 湯原 浩一   ９２２（Ｈ／Ｃ ３３） 

準優勝 檜垣 智美   ８９７（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 藤井 真弓   ８２１（Ｈ／Ｃ  ３） 

つくばユーワールド杯 3/12 

優 勝 堀田 広一郎  ９０４（Ｈ／Ｃ ２９） 

準優勝 藤井 真弓   ８９１（Ｈ／Ｃ  ３） 

第３位 佐藤 誠一   ８６０（Ｈ／Ｃ ２８） 

 レディース＆シニア月例会 3/14 

優 勝 吉田 征洋   ６７８（Ｈ／Ｃ １０） 

準優勝 中島 新司   ６２６（Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 宮崎 一男   ６１７（Ｈ／Ｃ １０） 

コカコーラカップ 3/17 

優 勝 堀田 広一郎  ８９８（Ｈ／Ｃ ２３） 

準優勝 沖田 節    ８２０（Ｈ／Ｃ ２０） 

第３位 吉田 忠    ８１５（Ｈ／Ｃ  ６） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 3/19 

優 勝 北村・小松  １２３６（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 青山・尾崎  １２３２（Ｈ／Ｃ ５１） 

第３位 宮崎・柳堀  １１８８（Ｈ／Ｃ ４８） 

 

 


