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１２月２９日(水)から１月３日(月)迄の年末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 
１２月３１日は大会の為、一般受付のお客様は

１７：００にてゲーム終了とさせていただきます 

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。 

 ご不明な点がありましたらスタッフまでお申し付けくださいませ 

 

現在当店では、スポーレトリオリーグ(３人チーム)・げんき会リーグ(シニア向け)の二つのリーグ戦を

開催しておりますが、１２月より新規個人リーグ戦が始まります 

名称はスポーレ シングルスリーグに決定いたしました！ 

ただいま参加者を募集中です。参加締切は１２月７日(火)迄となっております。 

 参加を検討されていらっしゃる方は、お早めにお申し込みをお願いいたします。 

リーグ名称 スポーレ シングルスリーグ 

開催日時 １２月９日より隔週木曜日 ２０：３０スタート 

参加費 １,７００円(ブラインド料 ６５０円) 

ゲーム 個人戦 アメリカン方式 ３ゲーム 

ＨＤＣＰ リーグ内ＨＤＣＰ採用 

参加資格 スポーレボウル会員 

先投げ・後投げ 先投げのみ ※ハンデ２０％カット 

表彰 スポーレボウルポイント券を順位に応じて付与 

 

【１２月の団体予約状況】 （１１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。 

 

３日 １０時３０分よりおよそ１時間半    ２２レーンのご予約 

７日 １４時００分よりおよそ１時間    ２０レーンのご予約 

１０日 １８時３０分よりおよそ１時間半    １５レーンのご予約 

１１日 １３時００分よりおよそ１時間半    １４レーンのご予約 

１２日 １０時００分よりおよそ６時間    １２レーンのご予約 

２１日 １３時００分よりおよそ２時間    １６レーンの競技大会 

１７時３０分よりおよそ４時間半    全レーン貸切の競技大会 

３１日 １７時００分より閉店まで     全レーン貸切の競技大会 



【２０２１年 １２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）》 

２０２１年１０月２７日からの大会結果一覧です。２０２１年１１月２３日からの成績は新年１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) 

【１２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  

1(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 

3(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 

5(日) 10：00 つくばユーワールド杯 4Ｇ オフィシャル 会員・一般 2,400円 

8(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 

11(土) 20：30 スポーレ３人チーム戦(締切８日迄) 3Ｇ オフィシャル １チーム(３名)６,６００円 

15(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 

17(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 

19(日) 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 

22(水) 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 

24(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  

25(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 

31(金) 18：00 年忘れ!マラソンボウリング大会 12G 制限付オフィシャル 会員 7,500円 一般 9,000円 

【２０２２年１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 

ト リ オ リ ー グ ６日(５回戦)  １３日(６回戦) ２０日(７回戦) ２７日(８回戦) 

げんき会リーグ ７日(スカッチ) １４日(１回戦) ２１日(２回戦) ２８日(３回戦) 

シングルスリーグ ９日(１回戦)  ２３日(２回戦) 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 10/27 

優 勝 川村・戸山   １３８３（Ｈ／Ｃ ８４） 

準優勝 東・久松    １３１７（Ｈ／Ｃ ９８） 

 第３位 田中・荒川   １３１６（Ｈ／Ｃ ６２） 

１０月度マンスリーチャンピオン決定戦 10/29 

優 勝 田中 克典     ― （Ｈ／Ｃ １０） 

準優勝 幸坂 珠江     ― （Ｈ／Ｃ ２６） 

第３位 白川 正博     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

アサヒカップ 11/3 

優 勝 佐藤 誠一    ８２９（Ｈ／Ｃ ８８） 

準優勝 昆野 正明    ８２４（Ｈ／Ｃ１５２） 

第３位 三浦 まどか   ７９７（Ｈ／Ｃ１２８） 

メンバーズ月例会 11/5 

優 勝 川村 誠    １３６４（Ｈ／Ｃ１４４） 

準優勝 西田 和生   １３４２（Ｈ／Ｃ１３２） 

 第３位 浴中 弘    １３０６（Ｈ／Ｃ ４２） 

コカ・コーラカップ 11/10 

優 勝 三浦 まどか   ８７７（Ｈ／Ｃ１００） 

準優勝 渡辺 三千男   ８５０（Ｈ／Ｃ ６４） 

 第３位 細谷 安彦    ８１２（Ｈ／Ｃ１１６） 

スポーレ３人チーム戦 11/12 

優勝 大島・佐々木正・髙橋１７９０（Ｈ／Ｃ１９２） 

準優勝 幸田・東・島袋   １７４５（Ｈ／Ｃ ９０） 

 第３位 染野・幸坂・久松 １７２８（Ｈ／Ｃ１５０） 

つくばユーワールド杯 11/13 

優 勝 藤井 真弓    ８５５（Ｈ／Ｃ ４０） 

準優勝 大井 健司    ８１５（Ｈ／Ｃ１６０） 

 第３位 上柿 勇貴    ７８６（Ｈ／Ｃ ７２） 

サントリーカップ 11/19 

優 勝 海老根 勇    ８６８（Ｈ／Ｃ ６４） 

準優勝 清原 静一    ８２８（Ｈ／Ｃ ６４） 

 第３位 三浦 まどか   ８２８（Ｈ／Ｃ ８０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 11/20 

優 勝 東 和則     ９１１（Ｈ／Ｃ ９２） 

準優勝 川口 順平    ８９３（Ｈ／Ｃ ３２） 

 第３位 島袋 敏和    ８４５（Ｈ／Ｃ ２８）

レディース＆シニア月例会 11/21 

優 勝 染野 明美    ６６８（Ｈ／Ｃ ６０） 

準優勝 鈴木 博     ６４０（Ｈ／Ｃ ４５） 

 第３位 三浦 まどか   ６３９（Ｈ／Ｃ ７５） 



 

 

 

毎年恒例となりましたマラソンボウリング大会の季節が近づいてまいりました。参加者全員に賞品と

お弁当をご用意してございます。目玉賞品は何といってもボールですね♪今年も賞品に組み込んでお

ります！！本年も先着順受付とさせていただきますので、参加ご希望の方はお早めにお申し込みをい

ただきますよう、お願い申し上げます。お申し込みはボウリング場フロントにて承ります(^o^)/ 

 

  日  時： ２０２１年１２月３１日（金） １８時ゲームスタート 

  試合方式： 個人１２ゲームトータル・アメリカン方式 ※３ゲーム毎にレーン移動有 

※制限付オフィシャル HDCP 採用【会員】男性最大２５ピン・女性最大３０ピン 

【一般】男性スクラッチ・女性１５ピン 

  参 加 費： 会員 ７,５００円 一般 ９,０００円 ※申込時に前金として 1,000 円が必要となります 

  表  彰： 参加選手全員に賞品有 

        野口圭プロへの勝利特典もございます！ 

         H/C 込みで合計スコアに勝利した方へボール１個をプレゼント☆ 

        ※勝利者複数又は勝利者なしの場合は抽選にて決定致します！ 

 

申し込み： 事前申込制/定員３２名にて受付終了(コロナ対策として１ＢＯＸ３名での投球) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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☆ 

【ブラックウィドー ゴーストパール/ハンマー】 

 ☆特別価格☆２６,０００円！（税込） 

〈特徴〉長めのスキッドとキレで遅くなったレーンで活躍します 

 

 

 

 

☆お勧めボール②☆ 

【エンビジョン/エボナイト】 

 ☆特別価格☆２６,０００円！（税込） 

〈特徴〉持続性のある転がりで最後までしっかりと曲がってくれます 


