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スポーレボウルではいろいろなサポートプランをご用意いたしておりますが、今回はボウリング

教室や得割キャンペーンを活用してスキルアップを図る以外にも、競技大会などに参加して試合

の雰囲気を味わい、参加選手と刺激しあいながらスキルアップを図る方法をご紹介します！ 

トップボウラー制度 

公認大会における消化ゲーム数によって翌月のゲーム料金に優遇を受けられる制度です。ゲーム

数を一定数消化するだけであなたのゲーム料金が安くなるお得なサポートシステムです！ 

オフィシャルハンディキャップ（OHC）制度 

スポーレボウルではメンバーの皆様のボウリングライフ、大会などでのご活躍をサポートするため、Ｏ

ＨＣ制度を設けております。ＯＨＣは該当月直前３ヶ月の公認ゲームのアベレージからハンディキャッ

プを算出するもので、当センターでは算出基準点を２００点と定め、以下のように定義しております。 

ＯＨＣ獲得条件 

該当月直前３ヶ月間に公認ゲームを９ゲーム以上消化していること。 

ＯＨＣ算出方法 

該当月直前３ヶ月間の公認ゲーム９ゲーム以上のアベレージを基準点の２００点から引き、その数字の

８０％が該当月のＯＨＣのピン数となります。たとえばあなたが該当月直前の３ヶ月間に９ゲーム以上

を消化し、そのアベレージが１６５であった場合、あなたのＯＨＣは…。 

（２００－１６５）× ８０％ ＝ ３５ × ８０％ ＝ ２８ピン となります。 

なお、計算にて小数点以下が発生した場合、小数点以下は切り捨てます。また、ＯＨＣの男子の上限は

４０ピン、女子は４８ピンです。 

この他にも活用法いろいろ！スポーレでボウリングして、トクして巧くなってしまいましょう！ 

５月６日までのゴールデンウィーク期間は以下の内容・料金帯にて営業いたします！「遠出のレジャー

より近くでのボウリング！！」ご家族・お知り合いお誘い合わせの上ご来場下さいませ。比較的空いて

いると予想される３ゲーム１，０００円パックの時間帯がお勧めですよ！ 

ゴールデンウィーク期間中の 3ゲーム 1,000 円パック時間帯 （２時間投げ放題パックはお休みさせていただきます） 

昼の部： オープン～１２：００スタート迄 

夜の部： ２３：００～クローズ 

※混雑時のパック延長はお断りする場合がございます 

ゴールデンウィーク期間中の通常ゲーム料金 （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 

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

うお願い致します。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 

１１日  ９時２０分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

 １３時００分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

１８日 １０時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

１９日 １４時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

２５日 １０時３０分よりおよそ１時間半    ２２レーンのご予約 
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２０１３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) 

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 

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) 20：00 メンバーズ月例会 6Ｇ オフィシャル 会員大会 3,800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) 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(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 サントリーカップ 4Ｇ オフィシャル 会員2,800円 一般3,200円 

26(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 

29(水) 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 

31(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 

６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 

５月１２日（日）１０：００～ 《全日本ミックスダブルス 県予選会 inフジ取手ボウル》※参加締切５月９日 

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１３年３月２４日からの大会結果一覧です。４月２４日からの成績は６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 

サントリーカップ 3/24 

優 勝 吉田 忠    ９１８（Ｈ／Ｃ ３６） 

準優勝 田中 喜代次  ８３８（Ｈ／Ｃ ４０） 

第３位 岸川 勝哉   ８３３（Ｈ／Ｃ ３２） 

つくばユーワールド杯 3/27 

優 勝 幸田 一之   ９２２（Ｈ／Ｃ ３２） 

準優勝 藤井 真弓   ８８７（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 大野 一生   ８３６（Ｈ／Ｃ ３２） 

マンスリーチャンピオン決定戦 3/30 

優 勝 阿部 健治    － （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 幸田 一之    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 佐藤 誠一    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

アサヒカップ 4/3 

優 勝 阿部 健治   ９１８（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 高塚 利之   ８７０（Ｈ／Ｃ ６０） 

第３位 藤井 真弓   ８６７（Ｈ／Ｃ  ０） 

メンバーズ月例会 4/6 

優 勝 幸田 一之  １３５８（Ｈ／Ｃ ７２） 

準優勝 三浦 まどか １２９２（Ｈ／Ｃ１７４） 

第３位 三浦 秀司  １２５０（Ｈ／Ｃ１１４） 

レディース＆シニア月例会 4/7 

優 勝 吉田 忠    ６７２（Ｈ／Ｃ  １５） 

準優勝 田中 克典   ６０９（Ｈ／Ｃ  １５） 

第３位 大垣 成夫   ６０３（Ｈ／Ｃ  ４５） 

花本正登プロチャレンジマッチ 4/10 

優 勝 高塚 利之   ９６３（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 船木 雅博   ９５８（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 阿部 健治   ９２９（Ｈ／Ｃ  ０） 

コカ・コーラカップ 4/13 

優 勝 阿部 健治   ８７１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 沖田 節    ８６４（Ｈ／Ｃ１６０） 

第３位 幸田 一之   ８６３（Ｈ／Ｃ ３６） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 4/17 

優 勝 北村・小松  １４３３（Ｈ／Ｃ ５４） 

準優勝 阿部・大野  １３５９（Ｈ／Ｃ ３６） 

第３位 木村・高塚  １２７７（Ｈ／Ｃ ８７） 

つくばユーワールド杯 4/19 

優 勝 青山 政司   ８９８（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 沖田 節    ８９４（Ｈ／Ｃ１２８） 

第３位 小松 真志   ８７４（Ｈ／Ｃ ２０） 

 

 


