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２月２８日(土)に、現役Ｐリーガーの渡辺けあきプロチャレンジマッチが開催され、当日は参加者６１

名様と、大変盛り上がりのある‘とても楽しい’チャレンジマッチとなりました！！ 

もちろん当センター専属の野口圭プロも参戦され、大会を華やかに演出して頂きました♪ 

ご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました！！ 

尚、大会上位５名様は以下の通りとなります。 

※３Ｇトータルピン・スコアは H/C 含む 

 

優 勝    金谷 修  選手  ６９０ピン 

準優勝  中根 香織 選手  ６６０ピン 

第３位  古橋 輝樹 選手  ６５７ピン 

第４位  大垣 成夫 選手  ６５７ピン 

第５位  大貫 靖浩 選手  ６４５ピン 

 

４月２９日から５月６日までのゴールデンウィーク特別営業期間は以下の内容・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！！」Ｇ．Ｗ期間中もご家族・お知り合いお誘い合わ

せの上皆様でご来場下さいませ。比較的空いていると予想される３ゲーム１,０３０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１,０３０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） ５２０円／１ゲーム 

   会員・中学生以下  ４６０円／１ゲーム 

※特別営業期間中は無料券・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等の各種サービスはご利用いただけません 

４月の団体予約状況（３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 

４日 １９時００分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

５日 １０時００分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

１４時３０分よりおよそ１時間半       １５レーンのご予約 

９日 ２０時３０分よりおよそ１時間     １４レーンのご予約 

１０日 １８時３０分よりおよそ１時間半    １７レーンのご予約 

１７日 １８時３０分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

２３日 １８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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２０１５年 ４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。 

４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2,400円 一般2,800円 

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

8(水) 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 

10(金) 20：30 コカ・コーラ 4Ｇ オフィシャル 会員2,400円 一般2,800円 

15(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 

17(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 

19(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 

22(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 

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

５月上旬開催予定大会 

1(金) 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 

8(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  

※マンスリーチャンピオン決定戦のＨ/Ｃは制限付きオフィシャル（上限 男性１５・女性３０ピン） 

 

各リーグ戦を以下の日程にて予定しております。 

ト リ オ リ ー グ ６日(１０回戦)１３日(１１回戦)２０日(１２回戦)２７日（１３回戦） 

げ ん き 会 リ ー グ ７日（１６回戦）１４日（１７回戦）２１日（１８回戦）２８日（お休み） 

 

各大会優勝～第３位入賞選手一覧 

２０１５年２月２５日からの大会結果一覧です。３月２５日からの成績は５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 2/25 

優 勝 大塚 三男   ８４５（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 吉川 俊朗   ８３７（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 藤井 真弓   ８２１（Ｈ／Ｃ  ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 2/27 

優 勝 田中 喜代次   ― （Ｈ／Ｃ  ８） 

準優勝 小松 真志    ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 仮屋 和臣    ― （Ｈ／Ｃ １１） 

渡辺けあきプロチャレンジマッチ 2/28 

優 勝 金谷 修    ６９０（Ｈ／Ｃ ６９） 

準優勝 中根 香織   ６６０（Ｈ／Ｃ１３８） 

第３位 古橋 輝樹   ６５７（Ｈ／Ｃ ７２） 

アサヒカップ 3/4 

優 勝 金子 将也   ９４０（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 小松 真志   ９２６（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 荒川 大    ８９８（Ｈ／Ｃ １６） 

メンバーズ月例会 3/6 

優 勝 幸田 小夜子 １３５３（Ｈ／Ｃ１６８） 

準優勝 河村 まき子 １３２９（Ｈ／Ｃ１６８） 

第３位 三浦 秀司  １３１６（Ｈ／Ｃ ８４） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 3/11 

優 勝 吉田・大野  １３３２（Ｈ／Ｃ ８１） 

準優勝 古橋・田中  １２７４（Ｈ／Ｃ ７８） 

第３位 大塚・昆野  １２７０（Ｈ／Ｃ ９６） 

レディース＆シニア月例会 3/15 

優 勝 山中 潔    ５９７（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 吉田 忠    ５７７（Ｈ／Ｃ １５） 

第３位 昆野 正明   ５５３（Ｈ／Ｃ ３０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 3/18 

優 勝 吉川 俊朗   ９１４（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 神立 明仁   ８７１（Ｈ／Ｃ ６４） 

第３位 小松 真志   ８６０（Ｈ／Ｃ  ０） 

サントリーカップ 3/20 

優 勝 昆野 正明   ８７３（Ｈ／Ｃ ３２） 

準優勝 小松 真志   ８５０（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 幸田 一之   ８３９（Ｈ／Ｃ ６８） 

 

 


