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年末の風物詩となりました年忘れ！マラソンボウリング大会２０２１が１２月３１日に開催されました。 

１２ゲームの長丁場を３２名の選手が火花を散らし合い投球され、 

安定した投球で逃げ切った髙橋直登選手が優勝されました！ 

ご参加いただきました皆様おつかれさまでした 

優勝～第３位の成績は以下の通りです ※敬称略・総 HDCP 

優 勝 髙橋 直登 ２６２３ピン HDCP： ３６ 

準 優 勝 大武 宣哉 ２５１９ピン HDCP：２２８ 

第 ３ 位 松下 文明 ２４６２ピン HDCP：２５２ 

※参考スコア 野口圭プロ ２７３１ピン  

  

 

スポーレボウルの年間チャンピオンを決める２０２１年度グランドチャンピオン決定戦が１月１５日

(土)に行われました！予選をトップ通過した白川正博選手と準決勝戦を勝ち抜いた金子将也選手の決勝

戦は、金子将也選手が２２４ピンで制し２０２１年度年間チャンピオンに輝きました！ 

  

１位通過 白川 正博 １２９８ｐ    

２位通過 田中 克典 １１４９ｐ 

３位通過 金子 将也 １１４５ｐ 

４位通過 海老根 勇 １１１９ｐ 

５位通過 浴中 弘  １０８４ｐ 

 

 

 

 

 

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のご案内で

す♪野口プロが実際に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！

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ですので、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☆    ☆お勧めボール②☆ 

【ブラックウィドー サベージ/ハンマー】   【ザ・ワン ウレタン/エボナイト】 

☆特別価格☆２７,０００円！（税込）   ☆特別価格☆２７,０００円！（税込） 

パールカバーですが強いカバーなので   「ウレタンは曲がらない」という方に 

走って大きく曲がるボールです   ワンコア採用で従来のウレタンに比べて 

曲がりが出易いボールです 
 

 

【２月の団体予約状況】（１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。 

 ６日 １０時００分よりおよそ５時間    １６レーンのご予約 

１５時３０分よりおよそ１時間半    ２２レーンのご予約 

 



【２０２２年 ２月 大会・リーグ戦スケジュール】 
≪センター公認大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 

２月のスペシャルコンディションに挑戦！は１９日(土)２０：００からです 会員２,０００円 一般２,５００円 

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１２月３１日～２０２２年１月２６日》 

２０２２年１月２８日からの成績は３月号に掲載致します(スコアは総Ｈ/Ｃ込み・マンスリーＣ決定戦のみ１Ｇ分Ｈ/Ｃ) 

年忘れ！マラソンボウリング大会 12/31 

優 勝 髙橋 直登   ２６２３（Ｈ／Ｃ ３６） 

準優勝 大武 宣哉   ２５１９（Ｈ／Ｃ２２８） 

 第３位 松下 文明   ２４６２（Ｈ／Ｃ２５２） 

アサヒカップ 1/5 

優 勝 矢内 秀和    ８４５（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 髙橋 直登    ８３８（Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 大井 健司    ８２１（Ｈ／Ｃ１６０） 

メンバーズ月例会 1/7 

優 勝 白川 正博   １３７４（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 浴中 弘    １３７１（Ｈ／Ｃ １８） 

第３位 島袋 敏和   １３４２（Ｈ／Ｃ ６０） 

野口圭プロチャレンジマッチ 1/12 

 優 勝 浴中 弘     ８７８（Ｈ／Ｃ １２） 

準優勝 海老根 勇    ８７２（Ｈ／Ｃ ４８） 

第３位 川村 誠     ８３８（Ｈ／Ｃ ６４） 

コカ・コーラカップ 1/14 

優 勝 金子 将也    ９３７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 戸山 一也    ８８５（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 染野 明美    ８８１（Ｈ／Ｃ ８０） 

グランドチャンピオン決定戦 1/15 

優 勝 金子 将也     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 白川 正博     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 田中 克典     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

グランドチャンピオン決定戦 1/15 

優 勝 金子 将也     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 白川 正博     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 田中 克典     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

サントリーカップ 1/19 

優 勝 田中 克典    ８９３（Ｈ／Ｃ ２８） 

準優勝 髙橋 直登    ８６９（Ｈ／Ｃ  ０） 

第３位 目黒 麻記子   ８３７（Ｈ／Ｃ ６０） 

スポーレ３人チーム戦 1/21 

優 勝 大島・佐々木正・髙橋１８６０（Ｈ／Ｃ１３５） 

準優勝 幸田夫婦・島袋   １８２０（Ｈ／Ｃ１４１） 

第３位 海老根・田中克・佐々木斉１７６８（Ｈ／Ｃ１１１） 

つくばユーワールド杯 1/22 

優 勝 鈴木 博     ８３４（Ｈ／Ｃ ６０） 

準優勝 藤井 真弓    ８０１（Ｈ／Ｃ ４４） 

第３位 上柿 勇貴    ７８１（Ｈ／Ｃ ６０） 

レディース＆シニア月例会 1/23 

優 勝 松下 文明    ６１９（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 浴中 弘     ６０９（Ｈ／Ｃ ３０） 

第３位 細谷 安彦    ５７４（Ｈ／Ｃ ６０） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 1/26 

優 勝 加藤夫婦    １２４４（Ｈ／Ｃ１３４） 

準優勝 東・久松    １２２６（Ｈ／Ｃ ３８） 

第３位 川村・戸山   １２０１（Ｈ／Ｃ ３６） 

 

日付 開始時刻 大会名 Ｇ数 HDCP 参加費  

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 

4(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 

5(土) 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 

9(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(金) 20：30 スポーレ３人チーム戦(締切９日迄) 3Ｇ オフィシャル １チーム(３名)６,６００円 

16(水) 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 

18(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 

20(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 

23(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 

25(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  

【３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 ７日(４回戦) １４日(５回戦) ２１日(最終 PM) ２８日(新規１回戦) 

げんき会リーグ １日(７回戦)  ８日(８回戦) １５日(９回戦)  ２２日(１０回戦) 

シングルスリーグ ３日(４回戦) １７日(５回戦) 


