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 旧年中は格別なご愛顧を賜り、 

誠に有難うございました。 
今年もスポーレボウル従業員一同、皆様のお越しを心よりおまちしています。これからも皆様に愛さ

れるボウリング場づくりを心がけ、よりいっそうのサービスを提供していきたいと思っております。 

今後ともご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。 

   従業員一同   

 

 

特別期間中の営業時間 

１日～３日   １０時～２７時 

    ４日～５日   １０時～２６時 

１月 ６日～     平常営業スタート 

特別営業期間中のゲーム料金 （おはようボウル・ミッドナイトボウルはお休みさせていただきます） 

   一般（高校生以上） ５００円／１ゲーム 

   会員・中学生以下  ４５０円／１ゲーム 

特別営業期間中はゲーム券・優待券・法人会員割引・アスリートクラブ料金・トップボウラー料金の各種サービスはご利用いただけません 

※3Ｇパックにつきましては 10：00~12：00 スタート迄・24：00~クローズの時間帯で実施いたします 

 

 

各曜日で開催されていますボウリング教室・リーグ戦ですが、年末年始の特別営業期間により下記の日程

から再開とさせていただきます。お間違えのないようご注意くださいませ。 

ボウリング教室【１０日】 

７－１０リーグ 【９日】 

元気会リーグ 【１０日】 
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２０１２年 １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。 

１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 

14(土) 19：00 グランドチャンピオン決定戦 ６Ｇ 年齢性別 会員4,500円 一般5,000円 

18(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 

20(金) 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 

22(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 

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) 20：00 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 

29(日) 

13：00 第４回 プロショップ杯 

    with久住真弓プロ 

     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 18：00 

20：30 

２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 

２０１１年１１月２２日からの大会結果一覧です。１２月２１日からの成績は２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 

いい夫婦の日ダブルストーナメント 11/22 

優 勝 三浦夫婦   １１８４（Ｈ／Ｃ ７４） 

準優勝 幸田夫婦   １１５９（Ｈ／Ｃ ６０） 

第３位 大橋夫婦   １１４４（Ｈ／Ｃ１０４） 

つくばユーワールド杯 11/23 

優 勝 古橋 輝樹   ８９２（Ｈ／Ｃ１２０） 

準優勝 幸田 一之   ７９２（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 阿部 健治   ７７９（Ｈ／Ｃ １６） 

第３回久住真弓プロチャレンジマッチ 11/25～27 

優 勝 羽山 嘉三   ６９４（Ｈ／Ｃ １５） 

準優勝 久松 正人   ６７６（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 横島 智    ６７４（Ｈ／Ｃ  ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 11/30 

優 勝 阿部 健治   ６８６（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 北村 干    ６８５（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 久松 正人   ６５３（Ｈ／Ｃ １５） 

メンバーズ月例会 12/2 

優 勝 阿部 健治  １４５２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 幸田 一之  １３３７（Ｈ／Ｃ ４８） 

第３位 三浦 まどか １２８０（Ｈ／Ｃ１４４） 

 

アサヒカップ 12/7 

優 勝 小松 真志   ９９７（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 岸川 勝哉   ８９８（Ｈ／Ｃ ４８） 

第３位 大野 一生   ８５８（Ｈ／Ｃ ４８） 

花本正登プロチャレンジマッチ 12/9 

優 勝 小松 真志   ９７０（Ｈ／Ｃ ４０） 

準優勝 古橋 輝樹   ９０６（Ｈ／Ｃ ９６） 

第３位 阿部 健治   ８９６（Ｈ／Ｃ  ０） 

レディース＆シニア月例会 12/11 

優 勝 井浦 敏之   ６３１（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 吉田 征洋   ６２１（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 伊藤 直    ６１５（Ｈ／Ｃ ９０） 

ダイドードリンコカップ 12/14 

優 勝 檜垣 智美   ９１１（Ｈ／Ｃ ６０） 

準優勝 吉田 忠    ８９３（Ｈ／Ｃ ２４） 

第３位 小松 真志   ８８７（Ｈ／Ｃ ３２） 

つくばユーワールド杯 12/16 

優 勝 北村 干    ９５１（Ｈ／Ｃ ４４） 

準優勝 藤井 真弓   ９５０（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 佐藤 誠一   ９３４（Ｈ／Ｃ ６８） 

 

 



 

 

２０１１年各月に行われた大会のトップを決するマンスリーチャンピオン決定戦。そのマンスリーチ

ャンピオン決定戦の上位選手の中から、栄光あるグランドチャンピオンを決します。 

  日 時  ： 平成２４年１月１４日（土曜日） 午後７時スタート 

   参加費  ： 会員４５００円 一般５０００円 

   大会方式 ： 予選６ゲーム（３ゲーム毎レーン移動・アメリカン方式） 

          決勝は予選上位５名によるシュートアウト方式（マンスリー決定戦と同方式） 

          当センター認定年齢性別ＨＤＣＰ採用 

   参加資格 ： ２０１１年１月から１２月までの各マンスリーチャンピオン決定戦にて 

上位５位内入賞者（資格者は場内掲示板にて発表いたします） 

  表 彰  ： 優勝～第５位 Ｈ／Ｇ賞 その他参加賞がございます 

 

 

久住真弓プロを迎えて昨年より開催してきましたプロショップ杯も今回で第４回を迎える事 

となりました！２０１１年度は茨城県ボウリング選手権大会プロの部優勝と今まさに絶好

調・飛躍の時を迎えている久住プロとこの機会に是非ご一緒にご投球してみて下さい！！ 

尚、表彰は第１～３シフト通しての表彰となります 

※只今事前申込み受付中！ 事前申込み頂いた方の中から抽選で何かが当たります！？ 

日  時 ： 平成２４年１月２９日（日） １３：００ 第①シフト 

                     １８：００ 第②シフト 

                     ２０：３０ 第③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） 

※各シフトに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 : 当センター認定オフィシャルＨＤＣＰ採用 

  表  彰 : 第①～③シフト通しての表彰となります 

   備 考 : 今回より年齢性別ハンディからオフィシャルハンディに変更となります 

          

１月の団体予約状況（１２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 

１３日 １８時３０分よりおよそ１時間    １９レーンのご予約 

１４日 １０時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 

１５日 １０時００分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

２２日 １０時００分よりおよそ１時間        １６レーンのご予約 

    ２９日  ９時３０分よりおよそ１時間半      全レーン貸切のご予約 

  １６時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

 

 

 

 



会員制度は「ボウリングの技術的なことだけでなくボウリングの輪を県下に全国にと広げられ、末永くボウリ

ングをご愛顧頂くこと」を目的とし、スポーツボウリングの普及を目指して創設いたしました。 

と、難しく言ってしまいましたが要するに、「ボウリングを楽しみながら健康を」と言うことです。さまざまな

特典がありますので会員制度を活用しましょう！！ 

 

 

紙面スペースの都合上、説明に不備があるかと思われますのでご利用の際にはスタッフまでお問い合わせを

いただきたいと思います。。。 悪しからずご了承下さいませ＾＾； 

 

 

 

天然の源泉を利用した温泉施設、１F：つくば湯～ワールドを特別価格で利用できます！『６５００年前の

地層から湧き出した泉質はナトリウム・カルシウム一塩化物強塩温泉(療養泉としての認定をいただきまし

た)と、有名温泉地の泉質と比較してもまったく遜色の無いものとなっております。 

湯～ワールドでは仮眠施設をご用意しておりますので安心してご宴会を開催できます。この機会に天然温

泉とともに是非ご利用くださいませ！ 

 

「スポーレクライミングジム」は北関東有数の大型人工壁をもつクライミングジムです。 

健康のため、体力向上のため、ボウリングのための筋力・バランス感覚アップのため。やってみると意外に

面白い。いや、かなり面白いクライミング。初心者でも安心して楽しめますのでぜひ一度♪ 

ロープ体験  ：  １００円引き ボルダー体験  ：  １００円引き 

 

 

 利用条件 ゲーム料金 備考 

通常の料金割引 会員登録済である事 一般料金より５０円引き 
おはようボウル･ミッド

ナイトボウルは除く 

大会・教室後の 

反省ボウリング 

大会・教室に参加した

直後の練習ゲームであ

ること 
１ゲーム     ３５０円 

プロのアドバイスが最も受 

けやすいと思われます。 

トップボウラー制度 

月に最低２０ゲームの

公認ゲームを消化して

いること 

３Ａクラス(３２ゲーム以上) ３００円 

２Ａクラス(２６ゲーム以上) ３５０円 

Ａクラス(２０ゲーム以上) ４００円 

当センターで開催される公認 

の大会に出場頂く事で権利を 

得る事ができます 

スポーレボウル 

アスリートクラブ 

ＡＢＢＦ(つくば支部) 

ＪＢＣ(スポーレクラブ) 

いずれかの団体に所属し

月に最低９ゲームの公認

ゲームを消化している事 

４ゲームパック １０００円 

６レーン以上の空きが

無い場合は不可 

(混雑が予想される場合もお断り 

させていただくことがございます) 

通常入館料金  ：  １８９０円 会員割引入館料金  ：  １５７５円 

泉質 ナトリウム･カルシウム一塩化物強塩温泉 (療養泉) 

効能 
神経痛、関節炎、五十肩、うちみ、慢性消化器病、疲労回復、 

きりきず、やけど、慢性皮膚炎、慢性婦人病、虚弱児童など 


