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始球式の際に倒されたピンの本数に応じて 

後日ご利用頂ける２ゲーム目無料券をプレゼントいたします 

始球式で見事ストライクが出たら… 

スパ湯～ワールド無料ご招待券もプレゼント 
 

１，０４０円パック      ≪ ボウリング２ゲーム   ＋  ドリンク ≫ 

１，４６０円パック      ≪ ボウリング３ゲーム   ＋  ドリンク ≫ 

※１５名様以上でご予約いただいた企業様が対象となります 

※平日１７時までにスタートの場合は１ゲームにつき６０円の割引がございます 

※予約時刻を１５分以上過ぎますと一般のお客様へレーンを解放させていただく場合がございます 

 
 

 

９月よりダブルスプロチャレンジマッチに変わりまして、ダブルススタッフチャレンジマッチが新たに誕生いたし

ます。当センター専属の野口圭プロとスタッフがタッグを組んで皆様の挑戦をお受けいたします！ 

スタッフは月により変わりますので誰になるかはお楽しみ… 

皆様方のご参加こころよりお待ちいたしております 

 

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 

７日 １３時３０分よりおよそ１時間半    １９レーンのご予約 

１３日  ９時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

２０日  ９時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

２１日  ９時１５分よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 

２８日 １０時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 
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２０１４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) 

3(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 

5(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  

10(水) 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 

12(金) 20：30 ダブルススタッフチャレンジマッチ 3Ｇ オフィシャル チーム 4,400円 

14(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 

17(水) 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 

19(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2,200円 一般2,500円 

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

26(金) 20：00 マンスリーチャンピオン決定戦 3Ｇ オフィシャル 会員2,200円 一般2,500円 

１０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2,400円 一般2,800円 

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１４年７月１８日からの大会結果一覧です。８月２２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 

サントリーカップ 7/18 

優 勝 船木 雅博   ８８１（Ｈ／Ｃ ３２） 

準優勝 昆野 正明   ８７８（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 神立 明仁   ８４８（Ｈ／Ｃ ６４） 

レディース＆シニア月例会 7/20 

優 勝 山中 潔    ５７４（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 荒川 大    ５７１（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 檜垣 智美   ５４７（Ｈ／Ｃ ４５） 

野口圭プロチャレンジマッチ 7/23 

優 勝 昆野 正明   ９２２（Ｈ／Ｃ ３２） 

準優勝 小松 真志   ９１４（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 吉川 俊朗   ８８５（Ｈ／Ｃ  ０） 

つくばユーワールド杯 7/25 

優 勝 小松 真志   ９１７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 幸田 一之   ８１４（Ｈ／Ｃ ３６） 

第３位 神立 明仁   ７９７（Ｈ／Ｃ ４８） 

マンスリーチャンピオン決定戦 7/30 

優 勝 小松 真志    ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 幸田 一之    ― （Ｈ／Ｃ  ９） 

第３位 昆野 正明    ― （Ｈ／Ｃ  ８） 

 

メンバーズ月例会 8/1 

優 勝 船木 雅博  １２８６（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 長澤 まり子 １２５４（Ｈ／Ｃ１２０） 

第３位 小松 真志  １１９９（Ｈ／Ｃ  ０） 

花本正登プロチャレンジマッチ 8/3 

優 勝 鈴木 邦雄   ７５１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 渡辺 智子   ７１７（Ｈ／Ｃ ４５） 

第３位 東 和則    ６９７（Ｈ／Ｃ ６３） 

アサヒカップ 8/6 

優 勝 吉川 俊朗   ８９６（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 大野 一生   ８４９（Ｈ／Ｃ ５２） 

第３位 神立 明仁   ８３５（Ｈ／Ｃ ８０） 

コカ・コーラカップ 8/8 

優 勝 小松 真志   ８５９（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 神立 明仁   ８２３（Ｈ／Ｃ ６４） 

第３位 吉田 忠    ８１５（Ｈ／Ｃ ４８） 

野口圭プロチャレンジマッチ 8/20 

優 勝 吉川 俊朗   ９４９（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 大塚 三男   ８７７（Ｈ／Ｃ ９６） 

第３位 小松 真志   ８０９（Ｈ／Ｃ  ０） 

 

 


