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４月２９日（土・祝）～５月７日（日）までの【ゴール

デンウィーク特別営業期間】は右図の内容・料金での営

業（９時オープン～２６時クローズ）となります。 

尚、正会員様は特典としてトップボウラー制度・マンス

リーチャンピオン特典、及び 『お得な３ゲームパック』

が終日利用可能となります！又、正会員様のお連れの皆

様も終日３ゲームパックがご利用頂けますので、この機

会に是非ご家族・お友達お誘い合わせの上ご来場下さい

ませ！！ 

期間中は恒例となりました【レッドピンチャレンジ】も

開催致します(^o^)/ 

※各種無料券・優待券・スポーレアスリートクラブ等は

ご利用頂けませんので、予めご了承下さいませ 

 

 

 

当店に於きましては、メールサービス「ボウリングパンダ」を導入し、皆様にご利用頂いておりました

が、この度、システム委託業者の諸般の事情により、平成２９年３月２５日をもちましてサービスを中

止させていただくこととなりました。システム停止に伴いまして、ご登録頂きました個人情報及びスコ

アデータ等も全て削除されます。ご利用頂いていた皆様にはご不便とご迷惑をおかけ致しますが、何卒

ご理解・ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。 

    株式会社つくばユーワールド：スポーレボウル/システム委託業者：ＮＴＴデータジェトロニクス 

 

 

 

 

【ＥＢＯＮＩＴＥ/マーベリック・パール】       【ＥＢＯＮＩＴＥ/ドラスティック・フュージョン】    ◎どちらも同じ表面素材ですが、 

・在庫/１５ｐ×３個・１４ｐ×１個         ・在庫/１５ｐ×３個     コアの違いで曲がり方が違いま                   

ボールの特徴                ボールの特徴      す。マーベリック・パールはピン近             

◎スムーズな走りと大きなキレ！         ◎手前から転がりやすく安定したキレ！      くで鋭く曲がり、ドラスティック・ 

☆特別価格☆２５,０００円（税込）！      ☆特別価格☆２４,０００円（税込）！        パ－ルは、手前からよく転がり安 

◎両ボール共に、ドリル代サービス！グリップ・サムソリッド・消費税込でのお値段です♪     定した曲がりをします。 

 

≪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ので、予めご了承下さいませ。 

 

３日 １８時３０分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

８日 １４時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 

１１日 ２０時３０分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約  

１６日 １４時００分頃より１９時００分位まで   １４レーンの競技大会 

１７日 １７時３０分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

１８日 １１時００分よりおよそ２時間    全レーン貸切の競技大会 

１９日 １８時００分頃よりおよそ１時間半    １６レーンのご予約 



２０１７年 ４月 大会スケジュール 
≪センター公認大会等を以下の日程にて予定しております≫ ※『スポーツコンディションに挑戦』は非公認ゲームとなります 

【４月開催予定大会】 

日付 開始時刻 大会名 Ｇ数 HDCP 参加費  

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  

12(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 

14(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 

19(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 

21(金) 20時～22時 スポーツ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 

22(土) 10：00 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 

26(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  

28(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  

【５月上旬開催予定大会】※４／２９より５/７までは、≪Ｇ．Ｗ特別営業期間≫となる為、大会はお休み致します 

※４月度の「レディース＆シニア月例会」は≪２２（土）の朝１０時ゲームスタート≫となりますので、

参加ご希望のお客様はご注意下さいませ 

☆★☆『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☆★☆ 

～『スポーツ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♪ 

野口プロより一言 『今回は４２feet のパターンです。今までで一番難しいかも？！…レーン攻略難易度は（多分）⑨です！』 

 

≪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≫ ※「交流戦」は非公認ゲームとなります  

ト リ オ リ ー グ ３日(７回戦)※中間 P/M １０日(８回戦) １７日(９回戦) ２４日(１０回戦) 

げんき会リーグ 

４日（７回戦）１１日（８回戦）   

１８日(大宮レジャーセンター様との交流戦の為、リーグ戦お休み) ※１１時集合  

２５日（９回戦） 

《各大会優勝～第３位入賞選手一覧》 

２０１７年２月１日からの大会結果一覧です。２０１７年３月１日からの成績は５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)

 

メンバーズ月例会 2/1 

優 勝 大野 一生    １４１２（Ｈ／Ｃ１２０） 

準優勝 三浦 秀司    １３８５（Ｈ／Ｃ ９６） 

第３位 小松 真志    １３６１（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 2/8 

優 勝 東・久松チーム   １３３７（Ｈ／Ｃ ２１） 

準優勝 北村・小松チーム  １３２９（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 田中喜・竹尾浩チーム１２８１（Ｈ／Ｃ ４８） 

アサヒカップ 2/10 

優 勝 東 和則      ９１５（Ｈ／Ｃ ２８） 

準優勝 遠藤 能正     ９０４（Ｈ／Ｃ ４８） 

第３位 小松 真志     ８６１（Ｈ／Ｃ  ０） 

レディース＆シニア月例会 2/11 

優 勝 佐藤 誠一     ６５３（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 吉田 忠      ６３１（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 沖田 節      ６２７（Ｈ／Ｃ ４５） 

 

野口圭プロチャレンジマッチ（4G トータルピン） 2/15 

優 勝 田中 喜代次    ９６６（Ｈ／Ｃ １６） 

準優勝 佐藤 誠一     ９４３（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 大野 一生     ９３５（Ｈ／Ｃ ６４） 

コカ・コーラカップ 2/17 

優 勝 三浦 秀司     ８７４（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 三浦 まどか    ８５７（Ｈ／Ｃ ６４） 

第３位 小松 真志     ８４１（Ｈ／Ｃ  ０） 

つくばユーワールド杯 2/22 

優 勝 佐藤 豊      ９８３（Ｈ／Ｃ ６０） 

準優勝 小松 真志     ９００（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 川村 誠      ８５５（Ｈ／Ｃ  ０） 

マンスリーチャンピオン決定戦 2/24        

優 勝 小松 真志    ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ０） 

準優勝 川村 誠     ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ０） 

 第３位  浴中 弘     ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ０） 

 


