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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です。当店では【ボウリングの日・

ファン感謝デー】と致しまして、６月２２日(木)オープン１１

時～１７時受付までお一人様２ゲームを無料にてご招待しち

ゃいます！！(貸靴代は別途必要となります) ご家族・お友

達お誘い合わせの上、是非皆様でスポーレボウルにご来

場下さいませ(^O^)/ また、２２日(木)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おります。(イベ

ント内容等は各センター様へお問い合わせ下さい)この

機会に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

た一日となるはずです♪ 

 

当センターでは６月末日で有効期限を迎える正会員様が多くいらっしゃいます。更新を希望される方

はお早めのお手続きをお願い申し上げます。尚、有効期限日より 1 ヶ月を過ぎましても更新いただけ

ない方につきましては、再度新規にてご入会いただくようになりますので、予めご了承下さいませ。 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

≪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ので、予めご了承下さいませ。 

２日 １３時００分よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 

９日 １８時３０分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

１０日  ９時３０分頃よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 

１４日 １８時３０分よりおよそ１時間半   全レーン貸切のご予約 

１７日 １０時００分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

１４時００分頃よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 

１８日 １０時００分よりおよそ１時間半    ２０レーンのご予約 

２２日 １９時３０分よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約 

２３日 １８時３０分よりおよそ１時間半    １７レーンのご予約 

２４日 １３時００分よりおよそ１時間半    １８レーンのご予約  

２５日  ９時１５分よりおよそ１時間半     １６レーンのご予約 

特殊会員 
ジュニアの部   (１８歳未満の男女) ６２０円 

オールドシニアの部(６５歳以上の男女) ２,２７０円 

一般会員 成人の部  (１８～６５歳未満の男女) ２,２７０円 

１個入れロッカー ３,０９０円 

２個入れロッカー ４,１２０円 



 

野口プロより最新情報が入りましたので、ご好評を頂いております『お勧めボール割引セール』を開催

致します♪今回も実際に野口プロが投球したボールの中から感触の良かった最新ボールを皆様に

ご案内いたします！尚、今回紙面でご案内するボールは、超お得な‘ドリル代サービスの特別価格’

（グリップ・サムソリッド・消費税込）でのご提供となります！この機会に最新ボールを手に入れ

て、様々なレーンコンディションに合わせてボールを投げ分け、スコアアップにつなげて下さい！

新しいボールはピン飛びが違いますょ(^o^)/ 

※特価品ボールの為、在庫に限りがございます。詳しくは当センター専属・野口圭プロまでお気軽

にご相談くださいませ！！ 

 

 

 

【ＨＡＭＭＥＲ/アルティマ・パール】       【ＨＡＭＭＥＲ/バイラル・ハイブリッド】 

・在庫/１５ｐ４×２個・１５ｐ３×３個      ・在庫/１５ｐ×２個・１４ｐ×１個・１３ｐ×１個  

〈特徴〉       〈特徴〉                

◎アルティマ・ソリッドのピンアクションは    ◎走り系ボールの弱点のピンアクションをハンマー 

そのままに走りと切れが強化！         独自のカーボンファイバー技術でカバー！        

☆特別価格☆２４,０００円（税込）！   ☆特別価格☆１９,０００円（税込）！    
 

※因みに…アルティマ・ソリッドも在庫有り！ 

この２つのボールでレーン攻略してみては？！ 

➡ソリッドは☆２０,０００円☆（税込） 

・在庫/１５ｐ３・１４ｐ３・１３ｐ３×２ 

 

 

【ＨＡＭＭＥＲ/パープルパール・ウレタン】  【ＥＢＯＮＩＴＥ/マーベリックパール】 

・在庫/１５ｐ４×１個・１５ｐ３×２個      ・在庫/１５ｐ４×２個・１４ｐ４×１個  

〈特徴〉       〈特徴〉                       

◎ウレタンボールにパールを配合すること   ◎ピン側での大きな切れが武器！ 

により、切れとピンアクションが向上、今まで ☆特別価格☆２５,０００円（税込）！ 

ウレタンボールを使いきれなかった方でも    

使いやすいウレタンボールです！         

☆特別価格☆１９,０００円（税込）！   【ＥＢＯＴＩＮＥ/ドラスティックフュージョン・パール】 

                          ・在庫/１５ｐ４×１個・１５ｐ３×２個 

                          〈特徴〉   

                            ◎パールだが、転がりやすく安定した走りと切れ！ 

                            ☆特別価格☆２４,０００円（税込）！ 

 

 

 



２０１７年 ６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≫ ※『スペシャルコンディションに挑戦』は非公認ゲームとなります 
【６月開催予定大会】 

日付 開始時刻 大会名 Ｇ数 HDCP 参加費  

2(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  

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 

11(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 

14(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  

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 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 

23(金) 20時～22時 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 

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  

【７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  

☆★☆『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’や‘実際にプロのトーナメントで使用されたコンディション’等

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

ている方など、是非お越し下さいませ！一緒に投球する野口プロからレーン攻略のアドバイスも受けられます(^O^)/ 

野口プロより一言 『今回は３６フィートのパターンです。ショートコンディションなので曲がらないボールが必要です』 

 ➡ ≪レーン攻略難易度 ④≫ 

 

≪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≫  

ト リ オ リ ー グ 
５日(前回リーグ表彰＋新規１回戦) １２日(２回戦) １９日(３回戦)  

２６日（４回戦） 

げんき会リーグ ６日（１４回戦）１３日（１５回戦）２０日（１６回戦） ２７日（１７回戦） 

《各大会優勝～第３位入賞選手一覧》 

２０１７年３月３１日からの大会結果一覧です。２０１７年５月２４日からの成績は７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)

 

マンスリーチャンピオン決定戦 3/31        

優 勝 小松 真志    ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ０） 

準優勝 吉村 良一    ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ８） 

 第３位  岸川 勝哉    ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ０） 

アサヒカップ 4/5 

優 勝 島袋 敏和      ９１４（Ｈ／Ｃ ０） 

準優勝 佐藤 誠一      ８５４（Ｈ／Ｃ１２） 

第３位 小松 真志      ８４５（Ｈ／Ｃ ０） 

メンバーズ月例会 4/7 

優 勝 島袋 敏和     １２８６（Ｈ／Ｃ ０） 

準優勝 仮屋 和臣     １２８０（Ｈ／Ｃ７２） 

第３位 小松 真志     １２７１（Ｈ／Ｃ ０） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 4/12 

優 勝 仮屋・金谷チーム  １２４２（Ｈ／Ｃ５４） 

準優勝 北村・小松チーム  １２２７（Ｈ／Ｃ ０） 

第３位 東・久松チーム   １１６８（Ｈ／Ｃ１２） 

 

サントリーカップ 4/14 

優 勝 島袋 敏和     ８６１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 浴中 弘      ８１６（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 田中 喜代次    ８０５（Ｈ／Ｃ  ０） 

野口圭プロチャレンジマッチ（4G トータルピン） 4/19 

優 勝 大野 一生     ９３３（Ｈ／Ｃ ４４） 

準優勝 幸田 一之     ８９９（Ｈ／Ｃ ２４） 

第３位 田中 喜代次    ８７４（Ｈ／Ｃ  ０） 

レディース＆シニア月例会 4/22 

優 勝 北村 干      ６８７（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 三浦 まどか    ６３６（Ｈ／Ｃ ７５） 

第３位 田中 喜代次    ６０３（Ｈ／Ｃ ３０） 

つくばユーワールド杯 4/26 

優 勝 藤井 真弓     ８７８（Ｈ／Ｃ ４０） 

準優勝 大野 一生     ８４６（Ｈ／Ｃ ３２） 

第３位 小松 真志     ８１６（Ｈ／Ｃ  ０） 

※裏面に続く 



 

 

 

 

 

マンスリーチャンピオン決定戦 4/28        

優 勝 島袋 敏和    ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ０） 

準優勝 浴中 弘     ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ０） 

 第３位  吉村 良一    ― （Ｈ／Ｃ １Ｇ   ８） 

アサヒカップ 5/10 

優 勝 川村 誠       ８９０（Ｈ／Ｃ１６） 

準優勝 三浦 まどか     ８５１（Ｈ／Ｃ６８） 

第３位 佐藤 誠一      ８２８（Ｈ／Ｃ３２） 

メンバーズ月例会 5/12 

優 勝 島袋 敏和     １３１０（Ｈ／Ｃ ０） 

準優勝 小松 真志     １２４７（Ｈ／Ｃ ０） 

第３位 浴中 弘      １２４０（Ｈ／Ｃ ０） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 5/17 

優 勝 川村・島袋チーム  １３３１（Ｈ／Ｃ１２） 

準優勝 北村・小松チーム  １２４１（Ｈ／Ｃ ９） 

第３位 仮屋・金谷チーム  １２２１（Ｈ／Ｃ７５） 

 

コカ・コーラカップ 5/19 

優 勝 島袋 敏和     ９４２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 川村 誠      ８９７（Ｈ／Ｃ １６） 

第３位 昆野 正明     ８５７（Ｈ／Ｃ１２８） 

レディース＆シニア月例会 5/20 

優 勝 吉田 忠      ６０４（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 細谷 安彦     ５２３（Ｈ／Ｃ ４５） 

第３位 三浦 秀司     ５１１（Ｈ／Ｃ ３０） 

 


