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つくばユーワールドでは３月１１日（金）に起きた大地震の義援募金をフロント精算口前におきまし

て行っております。募金開始から４月１３日時点で 73,947 円の募金を皆様から頂き、日本赤十字社

に託しました。引き続き募金活動を行っていきたいと思います。皆様のご協力をお待ちしております。 

 

※４月 9 日(土)に当センターにおきまして、先月の大震

災に見舞われつくば市に避難をされている方々による

ボウリング大会が【つくば青年会議所様】主催で行われ

ました。スポーレボウルにてこの様な素晴らしい取り組 

みが行われましたので皆様にご案内させて頂きます。 

※右の写真は当日の様子です 

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期間の営業についてですが、通常どおりの営業（カレンダーに準ずる）と

なります。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

用下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、お電話にて賜ります。 電話０２９－８３９－５６５６ 

ゴールデンウィーク明けの５月９日(月)より当センター恒例となりました≪フリータイム 1000≫ 

を開始いたします。今回は賞品内容を一新させ、人気の高いディズニーペアチケットを大量投入いた

します！！皆様お誘い合わせの上ご参加頂けますようご案内いたします。 

 

ゲ ー ム ：連続した２ゲームのトータル 

参加資格 ：全てのお客様対象 

登 録 料 ：お１人様５００円(ゲーム代は別途かかります) 

ハンディ ：年齢性別ハンディキャップ＋ハウスボール使用者は１ゲーム３０ピン 

表 彰 ：優勝～第５位・以下１０飛賞・３桁ゾロ目賞・最多出場賞など 

※大会・予約・教室・アスリートクラブ時の参加はできません 

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 

６日 １１時００分よりおよそ１時間半       １４レーンのご予約 

１４日 １０時３０分よりおよそ１時間半       １３レーンのご予約 

１５日  ９時００分よりおよそ１時間        １５レーンのご予約 

２０日 １８時３０分よりおよそ１時間半       １５レーンのご予約 

    ２８日 １４時００分よりおよそ１時間半       １２レーンのご予約 

 ２９日 １０時００分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 
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２０１１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) 

4(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 

6(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  

11(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 

13(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 

15(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 

18(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 

20(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 

25(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 

27(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 

28(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 

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  

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１０年３月２５日からの大会結果一覧です。４月２７日からの成績は５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 

野口圭プロチャレンジマッチ 3/25 

優 勝 阿部 健治   ８６３（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 吉田 忠    ８５０（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 沖田 節    ７８４（Ｈ／Ｃ ６４） 

マンスリーチャンピオン決定戦 3/30 

優 勝 古橋 輝樹    － （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 吉田 忠     － （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 北村 干     － （Ｈ／Ｃ １０） 

アサヒカップ 4/1 

優 勝 沖田 節    ８８５（Ｈ／Ｃ ８０） 

準優勝 佐藤 誠一   ８４０（Ｈ／Ｃ ８０） 

第３位 阿部 健治   ８１８（Ｈ／Ｃ ８４） 

花本正登プロチャレンジマッチ 4/6 

優 勝 沖田 節    ８４５（Ｈ／Ｃ ６４） 

準優勝 吉田 忠    ８３５（Ｈ／Ｃ ４８） 

第３位 青山 政司   ８１８（Ｈ／Ｃ ６４） 

メンバーズ月例会 4/8 

優 勝 小松 真志  １２８６（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 尾崎 英一  １２７４（Ｈ／Ｃ１１４） 

第３位 久松 正人  １２７１（Ｈ／Ｃ ３０） 

 

レディース＆シニア月例会 4/10 

優 勝 藤沼 雅夫   ５８８（Ｈ／Ｃ １５） 

準優勝 吉田 征洋   ５８１（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 吉田 忠    ５６２（Ｈ／Ｃ １５） 

ダイドードリンコカップ 4/13 

優 勝 阿部 健治   ８６８（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 湯原 浩一   ８５６（Ｈ／Ｃ１１６） 

第３位 瀬川 将司   ８３９（Ｈ／Ｃ ５２） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 4/15 

優 勝 海老原・阿部 １２８８（Ｈ／Ｃ ９０） 

準優勝 三浦夫婦   １２０５（Ｈ／Ｃ１５６） 

第３位 幸田・佐藤  １１９９（Ｈ／Ｃ ８７） 

コカコーラカップ 4/20 

優 勝 青山 政司   ９０３（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 幸田 一之   ９０２（Ｈ／Ｃ ４０） 

第３位 海老原 圭一  ８３４（Ｈ／Ｃ ６４） 

つくばユーワールド杯 4/22 

優 勝 岸川 勝哉   ８９４（Ｈ／Ｃ ９２） 

準優勝 阿部 健治   ８０６（Ｈ／Ｃ ３６） 

第３位 吉田 忠    ７８４（Ｈ／Ｃ ３６） 

 


