
☆お勧めボール②☆ 

【オムニ ハイブリッド/エボナイト】 

〈特徴〉 

切れが大きなボールですが、 

コントロールしやすいです 

☆特別価格☆２５,０００円（税込） 

☆お勧めボール③☆ 

【フュジティヴ ソリッド/ハンマー】 

〈特徴〉 

ソリッドカバーでコントロールしやすく 

使える幅が広いボールです 

☆特別価格☆２２,０００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 
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１１月１６日(月)～１８日(水)の３日間は、設備点検の為スポーレボウル・スポーレドーム・スポーレク

ライミングジム・スパ湯～ワールドは、休館日としてお休みさせていただきます。 

皆様方へはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解いただけきますようお願い申し上げます。 

尚、１９日(木)１０時より営業を再開致します。 

 

 

 

 

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割引セールを開

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。 

☆お勧めボール①☆ 

【ザ・ウィン パール/エボナイト】 

〈特徴〉 

強いコアに走り系のカバーで、 

奥でしっかり動くボールです 

☆特別価格☆２６,０００円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１８日(日)に勝田パークボウルにて開催された第４２回茨城県ボウ

リング選手権大会に於いて染野明美選手が女子の部にて優勝されました！ 

予選６ゲームを２位で通過し、準決勝３ゲームで苦戦したものの３位に粘

り切り、決勝トーナメントでは井坂亜依選手・池田智美選手を打ち破って

の優勝となりました。普段の練習・大会・リーグ戦での努力がここ一番で

結果が出ました。おめでとうございます！ 

 

 

【１１月の団体予約状況】（１０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。 

  

８日  ９時００分より１４時００頃まで    全レーン貸切の競技大会 

２３日 １６時００分よりおよそ１時間半    １３レーンのご予約 



【２０２０年 １１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≫ 

※１６日(月)～１８日(水)は休館日により大会・リーグ戦がございません。ご注意くださいませ 

～マンスリーチャンピオン決定戦優勝特典について～ 

翌月のメンバーズ月例会及びマンスリーチャンピオン決定戦招待とゲーム代が１Ｇ２００円です 

～『スペシャルコンディションに挑戦！』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）》 

２０２０年９月２７日からの大会結果一覧です。２０２０年１０月２８日からの成績は１２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) 

【１１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  

4(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 

6(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 

11(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 

13(金) 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 

14(土) 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 

20(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(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 

22(日) 13：00 いい夫婦の日記念 3Ｇ 年齢性別 １チーム（２名・戸籍上の夫婦）4,400円 

25(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 

27(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  

【１２月上旬開催予定大会】   

2(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 ２日(７回戦)  ９日(８回戦) １６日(お休み) ２３日(最終ＰＭ) 

げ ん き 会 リ ー グ ３日(お休み) １０日(２回戦) １７日(お休み) ２４日(３回戦) 

レディース＆シニア月例会 9/27 

優 勝 村松 昇     ６７０（Ｈ／Ｃ ６０） 

準優勝 増井 由美子   ６３２（Ｈ／Ｃ ７５） 

 第３位 田中 克典    ６１４（Ｈ／Ｃ １５）

９月度マンスリーチャンピオン決定戦 9/30 

優 勝 染野 明美     ― （Ｈ／Ｃ  ９） 

準優勝 大島 浩      － （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 海老根 勇     － （Ｈ／Ｃ  ４） 

メンバーズ月例会 10/2 

優 勝 島袋 敏和   １３３８（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 染野 明美   １２９０（Ｈ／Ｃ ５４） 

 第３位 田中 克典   １２３０（Ｈ／Ｃ  ０） 

アサヒカップ 10/7 

優 勝 戸山 一也    ９３７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 島袋 敏和    ８９５（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 海老根 勇    ８７１（Ｈ／Ｃ １６） 

コカ・コーラカップ 10/9 

優 勝 島袋 敏和    ９２０（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 戸山 一也    ９１９（Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 染野 明美    ８７０（Ｈ／Ｃ ３６） 

サントリーカップ 10/14 

優 勝 大島 浩     ９５１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 川村 誠     ９２９（Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 田中 克典    ９０７（Ｈ／Ｃ  ０） 

スポーレ３人チーム戦 10/16 

優 勝 染野・安川・小松 ２００９（Ｈ／Ｃ ２７） 

準優勝 それゆけｱﾝﾎﾟﾝﾀﾝ １８４８（Ｈ／Ｃ ９６） 

 第３位 金谷・三浦夫婦  １８２８（Ｈ／Ｃ２４０）

野口圭プロチャレンジマッチ 10/21 

優 勝 高橋 直登    ９８４（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 田中 克典    ９１３（Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 安川 潤     ８９７（Ｈ／Ｃ  ０） 

つくばユーワールド杯 10/23 

優 勝 島袋 敏和    ８８０（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 海老根 勇    ８３３（Ｈ／Ｃ １６） 

 第３位 田中 喜代次   ８２８（Ｈ／Ｃ ３２） 

レディース＆シニア月例会 10/25 

優 勝 小松 真志    ６５４（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 島袋 敏和    ６４２（Ｈ／Ｃ １５） 

 第３位 佐藤 誠一    ６３８（Ｈ／Ｃ ３０） 


