
☆お勧めボール②☆ 

【ブラックウィドー・ピンク/ハンマー】 

・在庫/１３ｐ３ 

〈特徴〉走ってキレるボールです 

     色も鮮やかなピンクで綺麗です 

☆特別価格☆２５,０００円（税込）！ 

  〒305-0063 つくば市下原 370-1 つくばユーワールド内・２階 TEL 029-839-5656 

E-mail spolebowl@tyw.co.jp 

 

４月２７日(土)から５月６日(月)までのゴールデンウィーク特別営業期間は下図の内容・料金にて営業となります。 

尚、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がご利用可能となります！  

営 業 時 間 １０：００～２５：００ 

料金(１ゲームあたり) 高校生以上：￥５２０ 会員・中学生以下：￥４６０ 

３ゲームパック(終日) 会員：￥１０３０ 一般：￥１２００ 

※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。 

 

 

 

野口プロより最新情報が入りましたので、今月もご好評を頂いておりますお勧めボール大特価セールを開催

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致し

ます！大変お得な“ドリル代サービス、グリップ・サムソリッド・消費税込の特別価格”でのご提供となり

ますので、是非この機会にご検討下さいませ☆ 

※特価品ボールの為、在庫に限りがございます。詳しくはスタッフまでお気軽にご相談下さい(^o^)/ 

 

    ☆お勧めボール①☆ 

    【リップド・ジェットブラック/ハンマー】 

    ・在庫/１５ｐ４、１４ｐ２、各１個 

    〈特徴〉オイルに強く、ピン側で大きく曲がる 

 

    ☆特別価格☆２５,０００円（税込）！ 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

 ９日 ２１時００分よりおよそ１時間半    １０レーンのご予約 

１２日 １８時３０分よりおよそ１時間半    １０レーンのご予約 

１３日 １８時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 

１４日 １３時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 

２３日 １９時２０分よりおよそ１時間半    １２レーンのご予約 



【１９年 ４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≫ 

☆★☆『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！野口プロからレーン攻略のアドバイスも受けられます♪ 

 

≪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≫ 

《センター公認大会優勝～第３位入賞選手一覧（敬称略）》 

２０１９年２月２７日からの大会結果一覧です。２０１９年３月２９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。(マンスリーチャンピオン決定戦のみ１Ｇ分のＨ/Ｃ) 

【４月開催予定大会】※「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 

日付 開始時刻 大会名 Ｇ数 HDCP 参加費  

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 

6(土) 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 

10(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 

12(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 

17(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 

19(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(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 

24(水) 20：30 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｽﾀｯﾌﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ 3Ｇ オフィシャル １チーム（２名）4,400円 

26(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】   

8(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 

ト リ オ リ ー グ １日(５回戦) ８日(６回戦) １５日(７回戦) ２２日(８回戦) 

げんき会リーグ ２日(１７回戦) ９日(最終Ｐ/Ｍ) １６日(大宮ＬＣと交流戦・観桜) ２３日(スカッチダブルス) 

２月度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 田中 克典     － （Ｈ／Ｃ  ４） 

第３位 北村 干      － （Ｈ／Ｃ  ８） 

メンバーズ月例会 3/1 

優 勝 北村 干    １３３７（Ｈ／Ｃ ９０） 

準優勝 白川 篤    １２９９（Ｈ／Ｃ ９０） 

第３位 三浦 秀司   １２７７（Ｈ／Ｃ１９２） 

野口圭プロチャレンジマッチ 3/6 

優 勝 大野 一生    ９０７（Ｈ／Ｃ ９２） 

準優勝 戸山 一也    ８９０（Ｈ／Ｃ ６４） 

 第３位 岸川 勝哉    ８５５（Ｈ／Ｃ ５６） 

アサヒカップ 3/8 

優 勝 北村 干     ８６６（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 円城寺 力栄   ８４３（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 小松 真志    ８１３（Ｈ／Ｃ １６） 

つくばユーワールド杯①3/13 

優 勝 小松 真志    ８９３（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 島袋 敏和    ８６７（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 北村 干     ８３９（Ｈ／Ｃ  ０）      

コカ・コーラカップ 3/15 

優 勝 小松 真志    ８９０（Ｈ／Ｃ １６） 

準優勝 金子 将也    ８８８（Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 北村 干     ８７３（Ｈ／Ｃ ３６） 

レディース＆シニア月例会 3/17 

優 勝 三浦 まどか   ６８５（Ｈ／Ｃ ７５） 

準優勝 田中 喜代次   ６３７（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 大垣 成夫    ５９９（Ｈ／Ｃ ４５） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 3/20 

優 勝 田中・荒川   １３６９（Ｈ／Ｃ ２７） 

準優勝 中村・稲岡   １２４６（Ｈ／Ｃ１１７） 

第３位 川村・戸山   １２２９（Ｈ／Ｃ ５４） 

つくばユーワールド杯②3/22 

優 勝 田中 克典    ８９４（Ｈ／Ｃ １２） 

準優勝 小松 真志    ８３３（Ｈ／Ｃ １６） 

第３位 沖田 節     ８１９（Ｈ／Ｃ ８０） 

サントリーカップ 3/27 

優 勝 白川 篤     ９２１（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 小松 真志    ９０３（Ｈ／Ｃ １６） 

第３位 安川 潤     ８７６（Ｈ／Ｃ １６） 

 


