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８月７日に遠藤誠プロ・工藤貴志プロをゲストに迎え開催されました開場１１周年記念プロチャレン

ジマッチの大会結果報告を致します。当日は少ない参加者ながらも大変盛り上がりのある白熱した大

会となり、ご参加頂いた皆様も遠藤プロ・工藤プロの見事な球質を活かしたボウリングを目の前で堪

能できる素晴らしい機会になった事かと思います。ご参加頂きました皆様、大変お疲れ様でした。 

優 勝 幸田一之 優 勝 久松正人 

７０４（１５）                     ７１０（１５） 

準優勝 大野一生 準優勝 北村 干 

６７５ （０）      ６９３（３０） 

第三位 久松正人 第三位 藤井真弓 

６３８（１５）     ６８８（１５） 

第四位 阿久津健 第四位 小貫政美 

６３５ （０）    ６６９（１５） 

第五位 神立明仁 第五位 登坂信彦 

６２０（１５）  ６５０（１５） 

≪敬称略≫ ※表示スコアはＨ/Ｃを含む・かっこ内は総Ｈ/Ｃ 

 

 

 

久住真弓プロを迎えての第２回プロショップ杯を開催いたします！！９月１６日～１８日迄の３日

間、全４シフトを通しての成績で表彰となります。久住プロ参戦は１８日となります。皆様のご参加

こころよりお待ちいたしております。※只今事前申込み受付中！申込み頂いた方の中から抽選賞が！ 

日  時 ： 平成２３年９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シフトには久住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 

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 

２日 １８時１５分よりおよそ１時間半       ２０レーンのご予約 

６日 １５時００分よりおよそ１時間半       １５レーンのご予約 

９日 １８時３０分よりおよそ１時間        １９レーンのご予約 

１０日 １０時３０分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

１６日 １１時００分よりおよそ２時間        ２０レーンのご予約 

   １８日 １０時３０分よりおよそ１時間半       １９レーンのご予約 

 ２８日 １９時００分よりおよそ１時間    ２０レーンのご予約 
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２０１１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) 

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 

9(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 

14(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 

16(金) 

17(土) 

18(日) 

20：30 
第２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 
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 ダブルスチャレンジマッチ 3Ｇ オフィシャル チーム 5,000円 

25(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 

28(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 

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 

10月上旬開催予定大会 

5(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 

7(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  

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 

９月１１日 ９時３０分～ 【茨城県レディーストーナメント inパニックボウル】 ※申込締切９月７日迄 

１０月１６日 ９時００分～【茨城県選手権大会 inスポーレボウル】 

※花本プロは体調不良の為、今月の大会はお休み致します。 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１１年７月２２日からの大会結果一覧です。８月２１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 

野口圭プロチャレンジマッチ 7/22 

優 勝 田中 宏樹   ９０５（Ｈ／Ｃ  ４） 

準優勝 阿部 健治   ８７７（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 北村 干    ８７２（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダイドードリンコカップ 7/27 

優 勝 藤井 真弓   ８５０（Ｈ／Ｃ ２０） 

準優勝 大野 一生   ７７７（Ｈ／Ｃ ４０） 

第３位 吉田 忠    ７７４（Ｈ／Ｃ ３２） 

つくばユーワールド杯 7/29 

優 勝 北村 干    ８９７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 小松 真志   ８７５（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 神立 明仁   ８５１（Ｈ／Ｃ ３２） 

マンスリーチャンピオン決定戦 7/30 

優 勝 北村 干     ― （Ｈ／Ｃ １０） 

準優勝 幸田 一之    ― （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 田中 宏樹    ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

アサヒカップ 8/3 

優 勝 青山 政司   ８４６（Ｈ／Ｃ ６８） 

準優勝 昆野 正明   ８３９（Ｈ／Ｃ ８０） 

第３位 神立 明仁   ８２５（Ｈ／Ｃ ５６） 

 

メンバーズ月例会 8/5 

優 勝 神立 明仁  １３３２（Ｈ／Ｃ ６６） 

準優勝 田中 宏樹  １２９６（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 三浦 秀司  １２９２（Ｈ／Ｃ ３０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 8/7 

優 勝 幸田 一之   ８６９（Ｈ／Ｃ １６） 

準優勝 藤井 真弓   ８５５（Ｈ／Ｃ  ４） 

第３位 小松 真志   ８０６（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダイドードリンコカップ 8/12 

優 勝 長沢 まり子  ８６４（Ｈ／Ｃ ６４） 

準優勝 吉田 忠    ８１３（Ｈ／Ｃ ２８） 

第３位 阿部 健治   ８０８（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 8/17 

優 勝 佐藤・幸田  １２７２（Ｈ／Ｃ ７２） 

準優勝 湯原・久松  １１９６（Ｈ／Ｃ ８４） 

第３位 坂東・岸川  １１８０（Ｈ／Ｃ ５１） 

コカ・コーラカップ 8/19 

優 勝 坂東 倫行   ８２７（Ｈ／Ｃ ２０） 

準優勝 神立 明仁   ７８６（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 吉田 忠    ７８５（Ｈ／Ｃ ２８） 

 

 


