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１８６１年６月２２日は、日本(長崎)に最初にボウリングが伝わった記念すべき日とし

て「ボウリングの日」となっています。当センターでは、“ボウリング伝来記念キャン

ペーン”と致しまして、６月２２日（日）オープン９時より１２時まで・２３日（月）

オープン１１時より１７時までの時間帯・お一人様２ゲームを無料(レンタルシューズは

有料)にてご招待しちゃいます！！ご家族・お友達お誘い合わせの上、みんなでスポーレ

ボウルにレッツゴー！！また、２２日（日）は各地のボウリング場でも同じようにイベ

ントを開催しています。一日かけてボウリング場めぐりをしてみてはいかがでしょう

か？きっと心地よい疲労感に包まれる充実した一日になるはずです。 

 

今年の 7 月で当スポーレボウルも 14周年を迎えます。いつも応援いただいている皆様に感謝の意を込

めまして、今年は保倉映義プロ・川舩愛美プロの２名を招待しての開場記念プロチャレンジマッチを  

7 月 6 日(日)15時・19時の 2シフトで開催いたします。只今事前申し込み受付中！ 

 

開 催 日：７月６日(日) 昼の部１５：００・夜の部１９：００ 

参 加 費：会員２５００円 一般２８００円 

競技方法：３ゲームトータル アメリカン方式 

各部上位３名＋抽選３名ゲストプロとの１ゲームマッチ有 

ＨＤＣＰ：当センターのオフィシャルハンディキャップ採用 

※事前申し込みを頂いた方の中から抽選賞がございます 

 先着順にてお好きなレーンを選択できますのでこの機会に 

是非お早目にお申込み下さいませ！ 

 

６月の団体予約状況（５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 

５日 １９時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

１３日 １８時２０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

１５日 １３時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 

１８日 １８時１５分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

２１日  ９時１５分よりおよそ３時間   全レーン貸切のご予約 

２９日 １５時００分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 
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２０１４年 ６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。 

６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2,400円 一般2,800円 

6(金) 20：00 メンバーズ月例会 6Ｇ オフィシャル 会員大会 3,200円  

8(日) 12：00 レディース＆シニア月例会 3Ｇ 年齢性別 会員2,200円 一般2,500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2,200円 一般2,500円 

13(金) 20：30 コカ・コーラカップ 4Ｇ オフィシャル 会員2,400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 4,400円 

20(金) 20：30 サントリーカップ 4Ｇ オフィシャル 会員2,400円 一般2,800円 

25(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2,200円 一般2,500円 

27(金) 20：30 つくばユーワールド杯 4Ｇ オフィシャル 会員・一般 2,400円 

29(日) 20：00 マンスリーチャンピオン決定戦 3Ｇ 年齢性別 会員2,200円 一般2,500円 

７旬開催予定大会 

2(水) 20：30 アサヒカップ 4Ｇ オフィシャル 会員2,400円 一般2,800円 

※７月からマンスリーチャンピオン決定戦のハンディをオフィシャルハンディに変更いたします 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１４年４月２３日からの大会結果一覧です。５月２８日からの成績は７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 

つくばユーワールド杯 4/23 

優 勝 小松 真志   ９３３（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 吉田 忠    ９１２（Ｈ／Ｃ ４０） 

第３位 田中 喜代次  ８６２（Ｈ／Ｃ ３２） 

野口圭プロチャレンジマッチ 4/25 

優 勝 吉田 忠    ８９７（Ｈ／Ｃ ４０） 

準優勝 三浦 まどか  ８３８（Ｈ／Ｃ ３６） 

第３位 岸川 勝哉   ８２９（Ｈ／Ｃ １６） 

マンスリーチャンピオン決定戦 4/30 

優 勝 小松 真志    － （Ｈ／Ｃ １０） 

準優勝 北村 干     － （Ｈ／Ｃ １０） 

第３位 藤井 真弓    － （Ｈ／Ｃ  ５） 

メンバーズ月例会 5/7 

優 勝 昆野 正明  １３５６（Ｈ／Ｃ１６２） 

準優勝 三浦 秀司  １２５２（Ｈ／Ｃ ９６） 

第３位 岸川 勝哉  １２４７（Ｈ／Ｃ ３０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 5/14 

優 勝 岸川 勝哉   ９０７（Ｈ／Ｃ ２０） 

準優勝 北村 干    ８８２（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 佐藤 誠一   ８８０（Ｈ／Ｃ ５２） 

 

コカ・コーラ 5/16 

優 勝 小松 真志   ８７１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 神立 明仁   ８１２（Ｈ／Ｃ ９２） 

第３位 三浦 秀司   ７９９（Ｈ／Ｃ ４８） 

ダブルスプロチャレンジ 5/21 

優 勝 佐藤・幸田  １２５５（Ｈ／Ｃ ４５） 

準優勝 久松・松崎  １２３８（Ｈ／Ｃ ８７） 

第３位 吉川・奥田  １２２７（Ｈ／Ｃ ８１） 

サントリーカップ 5/23 

優 勝 小松 真志   ８０９（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 吉田 忠    ８０６（Ｈ／Ｃ ４０） 

第３位 神立 明仁   ７９６（Ｈ／Ｃ ７２） 

つくばユーワールド杯 5/25 

優 勝 田中 喜代次  ９０６（Ｈ／Ｃ １２） 

準優勝 佐藤 豊    ８２２（Ｈ／Ｃ ６４） 

第３位 北村 干    ７７２（Ｈ／Ｃ  ０） 

 

 


