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旧年中は格別なご愛顧を賜り誠に有難うございました 
 

本年もスポーレボウル従業員一同、皆様のお越しを心よりお待ち致しております。これからも皆様に愛

されるボウリング場づくりを心がけ、よりいっそうのサービスをご提供していきたいと思っております。 

今後ともご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。              従業員一同   

 

 

１月３日(日)までの年始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 １０：００～２４：００ 

料金(１ゲームあたり) 高校生以上￥５４０ 中学生以下￥４８０ 会員￥４５０  

３ゲームパック(終日) 会員：￥１,１００ 一般：￥１,３００ 

                                              

 

 

各曜日で開催されておりますボウリング教室・リーグ戦ですが、年始特別営業期間につき下記の日程より 

再開とさせていただきます。お間違えのないようご注意下さいませ。 

なお、コロナウイルス等感染症対策および行政からの指導・指示により変更となる場合がございます。 

あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 

ボウリング教室 

【１２日】 

ト リ オ リ ー グ 

【１１日】 

げんき会リーグ 

【１２日】 
 

 

 

 

 



【２０２１年 １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特典について～ 

翌月のメンバーズ月例会招待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！』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日程≫ 

 

《センター公認大会優勝～第３位入賞選手一覧（敬称略）》 

２０２０年１１月２７日からの大会結果一覧です。２０２０年１２月３１日からの成績は来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)

【１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  

6(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 

8(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 

13(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 

15(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 

16(土) 19：00 グランドチャンピオン決定戦 6Ｇ 性別 会員大会 3,900円 

20(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 

22(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 

23(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 

24(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 

27(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 

29(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  

【２月上旬開催予定大会】   

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 

ト リ オ リ ー グ １１日(４回戦) １８日(５回中間 PM) ２５日(６回戦) 

げんき会リーグ １２日(５回戦) １９日(６回戦)    ２６日(７回戦) 

１１月度マンスリーチャンピオン決定戦 11/27 

優 勝 田中 克典     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 戸山 一也     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 大武 宣哉     ― （Ｈ／Ｃ １５） 

アサヒカップ 12/2 

優 勝 戸山 一也    ９２２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 樋口 尚希    ９１３（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 三浦 まどか   ８６９（Ｈ／Ｃ ８０） 

メンバーズ月例会 12/4 

優 勝 小松 真志   １４７２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 西田 和生   １４０９（Ｈ／Ｃ１３２） 

第３位 戸山 一也   １３５３（Ｈ／Ｃ  ０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 12/9 

優 勝 高橋 直登   １０１８（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 渡辺 三千男   ８５１（Ｈ／Ｃ １６） 

第３位 大島 浩     ８２９（Ｈ／Ｃ  ０） 

コカ・コーラカップ 12/11 

優 勝 島袋 敏和   １００９（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 小松 真志    ８６９（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 安川 潤     ８５７（Ｈ／Ｃ  ０） 

レディース＆シニア月例会 12/13 

優 勝 小松 真志    ７０７（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 江田 武久    ６４１（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 松下 文明    ６３１（Ｈ／Ｃ ６０） 

つくばユーワールド杯 12/13 

優 勝 戸山 一也    ９１５（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 佐藤 誠一    ８３８（Ｈ／Ｃ  ８） 

第３位 渡辺 三千男   ８３５（Ｈ／Ｃ １６） 

サントリーカップ 12/18 

優 勝 小松 真志    ９４１（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 東 和則     ８６８（Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 川村 誠     ８５６（Ｈ／Ｃ  ０） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 12/23 

優 勝 渡辺・高橋チーム１４０１（Ｈ／Ｃ １２） 

準優勝 田中・荒川チーム１３２３（Ｈ／Ｃ １４） 

 第３位 佐藤・大野チーム１２６９（Ｈ／Ｃ ５４） 

１２月度マンスリーチャンピオン決定戦 12/25 

優 勝 東 和則      ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 田中 克典     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 荒川 大      ― （Ｈ／Ｃ  ０） 



 

 

 

 

２０２０年各月に行われた大会のトップを決するマンスリーチャンピオン決定戦。そのマンスリーチャンピオン決定戦

の上位選手の中から、栄光あるスポーレボウルの“２０２０年度グランドチャンピオン”を決定致します♪豪華上位入

賞特典もご用意致しました！各マンスリー大会上位入賞による激闘が繰り広げられ真のチャンピオンが決まります！ 

 

日 時 ：２０２１年１月１６日(土曜日)１９時ゲームスタート 

参 加 費：会員大会３,９００円 

大会方式：予選６ゲーム（１ゲーム毎レーン移動・アメリカン方式） 

     準決勝・決勝は予選上位５名によるシュートアウト方式 

     性別ＨＤＣＰ 男性：スクラッチ 女性：１５ピン 

参加資格：２０２０年１月から１２月までの 

各マンスリーチャンピオン決定戦上位３位以内入賞者 

  (資格者は右表および店内にて発表します) 

表 彰 ：優勝～第５位・Ｈ／Ｇ賞 

※表彰はスポーレボウルポイント券となります 

 

  【上位入賞者特典】☆★☆【優 勝】➡ １ゲーム料金１００円（３月末迄）☆★☆ 

  ☆★☆【準優勝】➡ １ゲーム料金２００円（３月末迄）☆★☆ 

           ☆★☆【第３位】➡ １ゲーム料金２００円（２月末迄）☆★☆ 

 

 

 

 

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。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☆    ☆お勧めボール②☆  ☆お勧めボール③☆ 

【ザ・スコーピオン ハイブリッド/ハンマー】  【レガシー ハイブリッド/エボナイト】 【アリュール ソリッド/エボナイト】 

〈特徴〉    〈特徴〉    〈特徴〉 

◎スコーピオンシリーズでピン側の動きが  ◎Ｂ社の○－リーと同じコアで ◎大きな曲がりと安定した動きで 

より大きくなりました     扱い易いボールです   コントロールし易いボールです 

☆特別価格☆２６,０００円（税込）  ☆特別価格☆２５,０００円（税込）  ☆特別価格☆２２,０００円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月にボールに関する国際規定の変更があり、当店では２０２１年１月より大会・リーグ戦におい

てバランスホールが有るボールの使用は禁止となります。 

また、補助の為にある小指用のホールに指を入れずに投球するのも違反となりますのでご注意ください。 

※ご不明な点は野口圭プロまでお問合せくださいませ 

※敬称略 優勝 準優勝 第３位 

１月 染野明美 田中克典 北村干 

２月 小松真志 渡辺三千男 久松正人 

３月 島袋敏和 田中喜代次 大島浩 

６月 戸山一也 海老根勇 小松真志 

７月 島袋敏和 小松真志 仮屋和臣 

８月 小松真志 島袋敏和 佐藤誠一 

９月 染野明美 大島浩 海老根勇 

１０月 戸山一也 海老根勇 荒川大 

１１月 田中克典 戸山一也 大武宣哉 

１２月 東和則 田中克典 荒川大 


