
          〒305-0063 つくば市下原 370-1 ℡．029-839-5656 spolebowl@tyw.co.jp。 

毎年恒例となりました夏のイベント、【フリータイム５００】を今年も７月２２日より開催し

ております！今年は５００名の参加者を募り、スコアを競っていただきます。豪華賞品目白

押しです！皆様お誘い合わせの上ご参加いただきますようご案内申し上げます！ 

 

開 催 日：７月２２日(月)～５００名に達し次第終了 

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(お申込みは必ず受付時に) 

登 録 料：お１人様５００円(ゲーム代が別途かかります) 

ハンディ：年齢性別＋ハウスボール使用者は１ゲーム３０ピン 

表 彰：優勝～５位・以下１０飛賞・３桁ゾロ目賞・最多出場賞 

※大会・リーグ・教室・予約コンペ・ＳＡＣを利用してのスコアの登録はできません 

８月の団体予約状況（７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 

１日 １４時００分よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 

２日 １３時３０分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

４日 １０時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

７日 １１時１５分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

 １３時３０分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

１９日 １４時００分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

２２日 １８時００分よりおよそ１時間半    ２１レーンのご予約 

 ２３日 １４時１５分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 
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２０１３年 ８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。 

８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 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 

11(日) 20：00 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 

21(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 

23(金) 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(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 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 

30(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 

31(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 

９月上旬開催予定大会 

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  

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 

８月２０日（火）１０：００～ 《県ジュニアボウリングフェスタ in日立ボウルクレーン》※参加締切８月９日 

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１３年６月２６日からの大会結果一覧です。７月２４日からの成績は９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 6/26 

優 勝 神立 明仁   ９３４（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 田中 喜代次  ８４３（Ｈ／Ｃ １２） 

第３位 吉田 忠    ８３１（Ｈ／Ｃ  ０） 

サントリーカップ 6/28 

優 勝 神立 明仁   ９１７（Ｈ／Ｃ ３６） 

準優勝 三浦 秀司   ８６０（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 三浦 まどか  ８２６（Ｈ／Ｃ ５２） 

マンスリーチャンピオン決定戦 6/29 

優 勝 藤井 真弓    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

準優勝 岸川 勝哉    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

第３位 幸田 一之    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

アサヒカップ 7/3 

優 勝 小松 真志   ８０５（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 佐藤 豊    ７５３（Ｈ／Ｃ ７２） 

第３位 吉田 忠    ７５０（Ｈ／Ｃ  ０） 

メンバーズ月例会 7/5 

優 勝 岸川 勝哉  １２０９（Ｈ／Ｃ １５） 

準優勝 藤井 真弓  １２０４（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 三浦 まどか １１９４（Ｈ／Ｃ ３０） 

レディース＆シニア月例会 7/7 

優 勝 吉田 忠    ５９５（Ｈ／Ｃ １５） 

準優勝 大垣 成夫   ５７９（Ｈ／Ｃ ４５） 

第３位 伊藤 直    ５６９（Ｈ／Ｃ ９０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 7/10 

優 勝 神立 明仁   ９２８（Ｈ／Ｃ ５２） 

準優勝 小松 真志   ９２４（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 高塚 利之   ８６１（Ｈ／Ｃ  ０） 

コカ・コーラカップ 7/12 

優 勝 高塚 利之   ８０７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 神立 明仁   ７９３（Ｈ／Ｃ ４０） 

第３位 三浦 秀司   ７９０（Ｈ／Ｃ  ８） 

ダブルスプロチャレンジマッチ 7/17 

優 勝 小松・北村  １２８０（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 三浦夫婦   １１６０（Ｈ／Ｃ ４２） 

第３位 久松・松崎  １１２１（Ｈ／Ｃ ７２） 

つくばユーワールド杯 7/19 

優 勝 佐藤 豊    ９５０（Ｈ／Ｃ ４４） 

準優勝 小松 真志   ８９４（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 幸田 一之   ７７７（Ｈ／Ｃ  ０） 

 

 



 

 

７月２１日(日)に、スポーレボウル開場１３周年記念プロチャレンジマッチが開催され、山下昌吾プロ・ 

池田美葉プロ・白浜勇多プロ、３名の招待プロにより、大変盛り上がりのある楽しいチャレンジマッチ

となりました。もちろん当センターの花本プロ・野口プロも参戦され、夜の部には総勢５名のプロに大

会を華やかに演出して頂きました。ご参加いただいた皆様にも大変楽しんでいただけたことと思います。 

毎年このような大会を開催できるのも皆様方のご協力あってのものと思います。これからも楽しい大会

をどんどん開催してまいりますので、皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

昼の部・夜の部、各シフトの上位５名様は以下となります。※敬称略 スコアは H/C 含む 

 

昼の部 

※写真上段左から 

 

優 勝    山中 潔   ６４７ 

 

準優勝  猪俣 綱幸  ６３８ 

 

第３位  福田 高士  ６１２ 

 

第４位  三浦 秀司  ６０８ 

 

第５位  伊藤 直   ６０８ 

 

 

 

 

夜の部 

※写真上段左から 

 

優 勝  菅野 雄大  ６７７ 

 

準優勝  藤井 真弓  ６７４ 

 

第３位  吉田 忠   ６３２ 

 

第４位  昆野 正明  ５９３ 

 

第５位  瀬戸 優也  ５７７ 

 


