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７月３０日(土)に、昨年プロ入り！飯田菜々プロ＆今年プロ入り！秋山希望プロの２名の新人レフティ

プロをお招きして≪開場１６周年記念プロチャレンジマッチ≫が開催されましたので、結果報告を致し

ます。当日は２シフト合計７７名様にご参加頂きまして、‘明るく愛嬌のある’飯田プロと、‘笑顔が印

象的な’秋山プロによるサイン会イベントや、プロとの１ゲームマッチ・ＮＥＷボールの抽選等も行い、

大変盛り上がりのある楽しい一日となりました！ご参加頂きました皆様、誠にありがとうございまし

た！！ 

尚、各シフト大会上位５名様は以下の通りとなります。※選手名敬称略・４Ｇトータルピン(スコアは H/C を含む) 

≪①シフト≫                    ≪②シフト≫ 

優 勝  島袋 敏和 ９１５ピン  優 勝  大貫 靖浩 ９５０ピン   

準優勝  粢  正己 ８６４ピン  準優勝  大垣 成夫 ９１５ピン 

第３位  長澤 まり子 ８６２ピン  第３位  久松 正人 ９１３ピン 

第４位  仮屋 和臣 ８５５ピン  第４位  平井 友和 ８８４ピン 

第５位  飯田 孝 ８３４ピン  第５位  昆野 正明 ８６９ピン 

 

 

スポーツの秋・皆様でボウリング大会はいかがでしょうか？ 

スポーレボウルでは 【☆今日の主役はあ・な・たキャンペーン☆】 

と致しまして、９月１日～１１月３０日迄にご予約頂いた１５名様

以上の団体様を対象に、始球式の前に①～⑩迄の数字が書かれてい

るクジを１枚引いて頂きまして、見事１投勝負で引いたクジに書か

れた数字と‘ピッタリ’同じ本数を倒せたら、その場で素敵な景品

をプレゼント致します♪（失敗してもチャレンジ賞がございます） 

尚、こちらのキャンペーンは、  

≪２ゲーム＋ドリンク付 １,０４０円パック≫ 

≪３ゲーム＋ドリンク付 １,４６０円パック≫ 

をご利用の団体様が対象となります。 

※平日１７時迄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。 

※団体様の中に正会員様が入っている場合は会員特典として正会員様は会員料金にてご案内致します。 

 

【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。 

１１日  ９時１５分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約  

１６日 １８時３０分頃よりおよそ１時間半    １９レーンのご予約 

２０日 １８時４０分よりおよそ１時間半    全レーン貸切のご予約 

２４日  ９時３０分頃よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 

２７日 １９時００分よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 
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【２０１６年 ９月 大会スケジュール】 
≪センター公認大会及び練習会を以下の日程にて予定しております≫※「練習会」は非公認ゲームとなります 

☆★☆『マンスリーチャンピオン決定戦優勝者』は【優勝特典として】翌月のメンバーズ月例会 

・マンスリーチャンピオン決定戦にご招待＋翌月のゲーム代が１Ｇ２００円となります☆★☆ 

≪新企画・練習会（スペシャルコンディションに挑戦）につきましてのご案内≫ 

レーン設定を難易度の高い‘スポーツコンディション’にして皆様をお待ちしております！技術力向上を目指す方・日頃

からリーグ戦や各競技会等で良い成績を収めたいと思っている方！是非お越し下さいませ！野口プロからレーン攻略の

アドバイスも受けられます♪ 野口プロより『スコアの出にくい、難しいコンディションでの練習となります。覚悟してね！』 

 

≪センター公認リーグ戦を以下の日程にて予定しております≫ 

《センター公認大会優勝～第３位入賞選手一覧》 

２０１６年７月２２日からの大会結果一覧です。２０１６年８月２８日からの成績は１０月号に掲載致します！ 

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。(選手名敬称略)

※「開場 16 周年記念プロチャレンジマッチ」の結果は表面に掲載してあります 

【９月開催予定大会】 

日付 開始時刻 大会名 Ｇ数 HDCP 参加費  

2(金) 20：30 メンバーズ月例会 6Ｇ オフィシャル 会員大会 3,200円  

7(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 

9(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 

14(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 １チーム（２名）4,400円 

16(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 

21(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  

23(金) 20時～22時 練習会（スペシャルコンディションに挑戦）  ※野口プロの指導有 会員 2,000円 一般 2,500円 

25(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 

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 2,200円 一般 2,500円 

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

【１０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 2,400円 一般 2,800円 

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

ト リ オ リ ー グ ５日(７回戦・中間 P/M) １２日(８回戦) １９日(９回戦) ２６日（１０回戦） 

げんき会リーグ ６日(３回戦) １３日(４回戦) ２０日（５回戦） ２７日（６回戦）   

サントリーカップ 7/22 

優 勝 島袋 敏和    ８９６（Ｈ／Ｃ １２） 

準優勝 沖田 節     ８７４（Ｈ／Ｃ ７２） 

第３位 浴中 弘     ８０３（Ｈ／Ｃ  ０） 

７月度 マンスリーチャンピオン決定戦 7/27  

優 勝 浴中 弘    ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ  ０） 

準優勝 小松 真志   ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ  ０） 

第３位 島袋 敏和   ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ  ３） 

アサヒカップ 8/3 

優 勝 島袋 敏和    ８８６（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 岸川 勝哉    ８６９（Ｈ／Ｃ ２０） 

第３位 沖田 節     ８３０（Ｈ／Ｃ ７２） 

メンバーズ月例会 8/5 

優 勝 浴中 弘    １２９５（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 岸川 勝哉   １２２９（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 三浦 まどか  １２２９（Ｈ／Ｃ ８４） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 8/10        

優 勝 三浦夫婦チーム １３２０（Ｈ／Ｃ ６３） 

準優勝 久松・東チーム １２５３（Ｈ／Ｃ ３３） 

第３位 浴中・田中喜チーム１２４８（Ｈ／Ｃ  ６） 

コカ・コーラカップ 8/12 

優 勝 金子 将也    ９３０（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 浴中 弘     ８７６（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 島袋 敏和    ８７５（Ｈ／Ｃ  ０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 8/17 

優 勝 島袋 敏和    ９０７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 岸川 勝哉    ８４２（Ｈ／Ｃ ２０） 

第３位 小松 真志    ８４０（Ｈ／Ｃ  ０） 

サントリーカップ 8/19 

優 勝 浴中 弘     ９４５（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 島袋 敏和    ９１２（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 田中 稔真    ８４３（Ｈ／Ｃ  ０） 

つくばユーワールド杯 8/24 

優 勝 佐藤 誠一    ９３６（Ｈ／Ｃ １２） 

準優勝 北村 干     ８９２（Ｈ／Ｃ ２０） 

第３位 遠藤 能正    ８９１（Ｈ／Ｃ ３２） 

 

 



 

８月７日（日）に当スポーレボウルに於いて、茨城県ボウリング場協会主催の≪シニアダ

ブルスボウリングフェスタ≫が開催されました。大会は５０歳以上の選手２名のチーム戦

で９チームのご参加を頂き、１人６Ｇ戦（チームトータル１２Ｇ）にて行われました。 

その結果、当センター所属の【粢 正己／山﨑 とみ子 選手チーム】が安定した投球で

見事３位に入賞されましたのでご報告致します！！おめでとうございます！ 

尚、当日は上位入賞の方に加え「最高年齢賞」と致しまして、２人合計１５６歳の【奥 定

生／植田 篤 選手チーム（勝田パークボウル所属）】も県場協会より表彰を受けました！ 

シニア層の皆様、これからも‘生涯スポーツ’としてボウリングを元気にお楽しみ下さい

ませ(^o^)/ 

 

≪大会結果≫ ※スコアはＨ/Ｃ込を含む 

優勝   鈴木・大野チーム  ２５０６ピン      

準優勝  斉川・小野瀬チーム ２３９６ピン   

第３位  粢・山﨑チーム   ２３９０ピン  

第４位  大垣・山中チーム  ２３７３ピン  

第５位  吉川・奥田チーム  ２３６９ピン   

※太字はスポーレボウル所属の選手の方 

 

 

①トップボウラー制度の特典見直しについて（９月より該当者の特典が、以下の様に変更となります） 

 

≪３Ａクラス≫ ➡ ゲーム料金１Ｇ３１０円 ＋ センター大会参加費３００円割引 

≪２Ａクラス≫ ➡ ゲーム料金１Ｇ３６０円 ＋ センター大会参加費２００円割引  
≪１Ａクラス≫ ➡ センター大会参加費１００円割引 

※１Ａクラスのゲーム料金割引特典は廃止致します。 

※『ダブルススタッフチャレンジマッチ』はチーム戦の為、割引適用外です。 

※リーグ戦や当店が定める大会等の割引は無効となります。予めご了承下さいませ。 

②センター大会の受付・レーン抽選について 

大会のスムーズな進行を図るため、９月より以下の様に変更致します 

≪大会受付≫    ➡ 大会スタート時間の６０分前より開始  

※参加費をお支払い後、受付用紙にお名前の記入をお願い致します。 

≪大会レーン抽選≫ ➡ 大会スタート時間の２０分前より開始  

※受付順にレーンの抽選をしていただきます。  

詳細は店内に掲示がございますので各自ご確認・ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 


