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毎年１１月２２日はいい夫婦の日といたしまして、記念大会を開催しています。 

もちろん今年も開催しますっ！日ごろはバチバチしている夫婦の方も、普段から 

仲のいい夫婦の方も、この機会に２人の絆をより一層深めてくださいね♡♡♡♡♡♡♡♡ 

なお、ご参加いただきました上位５名様の成績は、日本ボウリング場協会より全国 

ランキングとして発表されます。お楽しみに！ 

開催日 ：  １１月２２日（いい夫婦の日） 

スタート ：  ２０時３０分ゲームスタート（２０時選手集合・受付）                 

試合方式 ：  通常ダブルス２ゲーム＋スカッチダブルス２ゲーム                                                                           

アメリカン方式・センター認定年齢性別ハンディキャップ採用              

参加資格 ：  戸籍上夫婦であること 

参加費 ：  チーム ４５００円 

 

 

 

 

 

１１月１４・１５日の２日間は、施設点検のためスポーレボウル・スポーレドーム・ 

湯～ワールドはお休みさせていただきます。尚、休館日前日の１３日につきましては 

２４時をもちまして閉店(深夜得割キャンペーンはお休み)となります。 

何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。 

１６日より通常通り朝１１時から営業再開いたしまして皆様をお待ちしています！ 

 

 

１１月の団体予約状況（１０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 １０時３０分よりおよそ１時間半       １８レーンのご予約 

４日 １８時３０分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

５日 １１時００分よりおよそ１時間        １７レーンのご予約 

６日 １０時００分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

１１日 １８時３０分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

１２日  ９時３０分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

   １３日 １０時００分よりおよそ１時間半       １５レーンのご予約 

 １６日 １８時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

 １８日 １８時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

 ２６日 １４時００分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

２７日 １０時００分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

     １３時００分よりおよそ一時間半    １７レーンのご予約 
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１０月１６日、当スポーレボウルにおきまして第３３回茨城県ボウリング選手権大会が開催され、県

内の１１名のプロと男子３９名・女子１６名、計６６名により熱い戦いが繰り広げられました。 

予選はＡシフトとＢシフトに分けて行われ、前半３ゲーム・後半３ゲーム、計６ゲームトータルにて

勝ち残った男子２１名・女子９名とプロ６名が決勝戦へと進出されました。 

当センターからは、男子の部１５位：久松正人選手・１６位：沖田節選手・１８位：安井士朗選手・

１９位：神立明仁選手、女子の部２位：長沢まり子選手.・９位：杉本清美選手が前記の順位で予選を

通過し、決勝戦へと進みました。男子の部・女子の部・プロの部総合成績は以下の通りとなります。 

 

男子の部（上位５名） 
 

優 勝  三浦 勝好 （写真中央）１９４１ピン 

準優勝  吉川 敏郎 （写真左） １８２８ピン 

第３位  藤田 力  （写真右） １８２６ピン 

第４位  渋谷 健一       １８０７ピン 

第５位  鈴木 邦雄       １８０５ピン 

※敬称略 

 

 

 

女子の部（上位５名） 

 

優 勝  菊池 節子 （写真中央） １６９９ピン 

準優勝  廣﨑 彩子 （写真左）  １６７０ピン 

第３位  長沢 まり子（写真右）  １６４２ピン 

第４位  早川 浩子    １６３７ピン 

第５位  斎藤 ふみ子    １５９８ピン 

※敬称略 

 

 

 

プロの部（上位５名） 

 

優勝   久住 真弓プロ(写真中央) ２０２９ピン 

準優勝  野口 圭 プロ(写真左)   １９８４ピン 

第３位  石塚 健一プロ(写真右)   １９７８ピン 

第４位  三浦 雄二プロ   １９６１ピン 

第５位  花本 正登プロ   １９５１ピン 

 

 

 

 



２０１１年 １１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。 

１１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(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 

4(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  

 6(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 

9(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 

11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 

16(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 

18(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 

22(火) 20：30 いい夫婦の日・記念トーナメント 3Ｇ 年齢性別 チーム(夫婦)4,500円 

23(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 

25(金) 20：30 
第３回 プロショップ杯 

    with久住真弓プロ 

     チャレンジマッチ 

3Ｇ 年齢性別 会員2,500円 一般2,800円 
26(土) 20：30 

27(日) 18：00 

 20：30 

30(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 

１２月上旬開催予定大会 

2(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  

7(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 

茨城県ボウリング場協会主催大会のご案内 ※当センターにてお申込下さい 

１１月２３日 １０時００分～【茨城県シニア選手権大会 in鹿島ボウル】 ※１１月１６日締切 

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１１年９月２５日からの大会結果一覧です。１０月２６日からの成績は１２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 

レディース＆シニア月例会 9/25 

優 勝 吉田 征洋   ６５４（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 吉田 忠    ６４４（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 大垣 成夫   ６１７（Ｈ／Ｃ ３０） 

つくばユーワールド杯 9/28 

優 勝 青山 政司   ８５０（Ｈ／Ｃ ７６） 

準優勝 阿部 健治   ８０１（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 湯原 浩一   ７９５（Ｈ／Ｃ１００） 

マンスリーチャンピオン決定戦 9/30 

優 勝 五十嵐 瑞恵   ― （Ｈ／Ｃ １５） 

準優勝 北村 干     ― （Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 昆野 正明    ― （Ｈ／Ｃ １０） 

アサヒカップ 10/5 

優 勝 吉田 忠    ９５１（Ｈ／Ｃ ４４） 

準優勝 岸川 勝哉   ８７６（Ｈ／Ｃ ８０） 

第３位 大野 一生   ８６９（Ｈ／Ｃ ６０） 

メンバーズ月例会 10/7 

優 勝 阿部 健治  １２０８（Ｈ／Ｃ １８） 

準優勝 五十嵐 瑞恵 １１６１（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 久松 正人  １１４６（Ｈ／Ｃ  ０） 

 

レディース＆シニア月例会 10/9 

優 勝 北村 干    ６５６（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 大垣 成夫   ６１２（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 吉田 征洋   ５８５（Ｈ／Ｃ ３０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 10/12 

優 勝 木村 幸枝   ８２８（Ｈ／Ｃ ８０） 

準優勝 湯原 浩一   ８１７（Ｈ／Ｃ ８０） 

第３位 久松 正人   ７９８（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダイドードリンコカップ 10/14 

優 勝 坂東 倫行  １０１４（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 久松 正人   ８８７（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 三浦 秀司   ８３１（Ｈ／Ｃ ４８） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 10/19 

優 勝 久松・湯原  １２４９（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 大野・阿部  １２１５（Ｈ／Ｃ ３６） 

第３位 柳堀・宮崎  １１６９（Ｈ／Ｃ２１６） 

コカ・コーラカップ 10/21 

優 勝 神立 明仁   ８５６（Ｈ／Ｃ ４０） 

準優勝 阿部 健治   ８４１（Ｈ／Ｃ １２） 

第３位 久松 正人   ８２６（Ｈ／Ｃ  ０） 

 



 


