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４月１６日～１８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、第三弾を９月１７日～１９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。

皆様のご出場お待ち致しております！！ 

 

日 時  ： 平成２２年９月１７日（金） ２０：３０ 第①シフト 

              １８日（土） ２０：３０ 第②シフト 

              １９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 : 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 

 

マイボウラー得々５ゲームパック 

会員１，５００円 一般１，６５０円 

振り替え休日のない日曜日の夜７時～営業終了まで、マイボールをもたれている方限定の得々パック

を実施しています！「日曜の夜のレーンは昼間の稼働率が多い為、レーンのコンディションに丌満が

ある・もっと本腰で練習したい」などと思っていたボウラーの皆様の期待にバッチリ答えます！！  

８時～１０時の時間は、皆様お馴染みの花本プロによるワンポイントレッスンが無料で受けられま

す！！ボウラーの皆さん、この機会にぜひレベルアップをしてトップボウラーを目指しましょう！ 

 

９月の団体予約状況（８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 

９日 １８時３０分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

１１日 １６時００分よりおよそ１時間半       １３レーンのご予約 

１２日 １０時３０分よりおよそ１時間半       ２０レーンのご予約 

    １７日 １１時００分よりおよそ２時間     ２０レーンのセンター大会 

    ２４日 １８時１５分よりおよそ１時間半       ２０レーンのご予約 
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２０１０年 ９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。 

９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) 20：00 メンバーズ月例会 6Ｇ オフィシャル 会員大会 3,800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 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 

12(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 

15(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 

17(金) 

18(土) 

19(日) 

 

20：30 
第３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 

22(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 

24(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 

25(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 

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 

１０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 

6(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 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１０年７月１６日からの大会結果一覧です。８月２０日からの成績は１０月号にて！ 

表示スコアは H/C を含みます 尚、H/C は総 H/C となります 

コカ・コーラカップ 7/16 

優 勝 藤井 真弓   ８５４（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 北村 干    ８２２（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 阿部 健治   ８２１（Ｈ／Ｃ  ０） 

つくばユーワールド杯 7/21 

優 勝 藤井 真弓   ８５３（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 幸田 一之   ８２１（Ｈ／Ｃ １６） 

第３位 沖田 節    ８０９（Ｈ／Ｃ ３２） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 7/23 

優 勝 佐藤・幸田  １２３１（Ｈ／Ｃ ７２） 

準優勝 北村・小松  １１８９（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 宮崎・柳掘  １１３９（Ｈ／Ｃ１１７） 

ダイドードリンコカップ 7/28 

優 勝 北村 干    ８５１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 幸田 一之   ８４９（Ｈ／Ｃ １６） 

第３位 登坂 信彦   ８３１（Ｈ／Ｃ  ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 7/30 

優 勝 登坂 信彦    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

準優勝 古橋 輝樹    － （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 藤井 真弓    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

 

アサヒカップ 8/4 

優 勝 登坂 信彦   ８３３（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 藤井 真弓   ８１９（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 阿部 健治   ８１５（Ｈ／Ｃ  ０） 

メンバーズ月例会 8/6 

優 勝 登坂 信彦  １３０２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 神立 明仁  １２２３（Ｈ／Ｃ１０２） 

第３位 尾崎 英一  １２０２（Ｈ／Ｃ ４２） 

つくばユーワールド杯 8/8 

優 勝 吉川 俊朗   ９３２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 藤井 真弓   ９１９（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 久松 正人   ８２７（Ｈ／Ｃ  ０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 8/11 

優 勝 神立 明仁   ８２９（Ｈ／Ｃ ５２） 

準優勝 登坂 信彦   ７９８（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 藤井 真弓   ７９８（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダイドードリンコカップ 8/18 

優 勝 小松 真志   ８９９（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 沖田 節    ８３３（Ｈ／Ｃ ３６） 

第３位 藤沼 雅夫   ８２４（Ｈ／Ｃ ６４） 

 

 


