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１８６１年６月２２日は、日本(長崎)に最初にボウリングが伝わった
記念すべき日です。当店では『ボウリングの日・ファン感謝デー』と致しま
して、当店をご利用のお客様に１ゲーム無料券(※)をお渡し致します！
ご家族・お友達お誘い合わせの上、是非皆様でご来場下さいませ
(※)ご利用いただける期間 2022 年 6 月 23 日～2022 年 11 月 30 日
夏季特別営業期間はご利用できません

当店では６月末日で有効期限を迎える会員様が多くいらっしゃいます。更新を希望される方はお早めの
お手続きをお願い申し上げます。尚、有効期限日より 1 ヶ月を過ぎま
高校生～５９歳迄 ２,３００円
しても更新いただけない方につきましては、再度新規にてご入会いた
６ ０ 歳 以 上
１,８００円
だくようになりますので、予めご了承下さいませ。
中 学 生 以 下

６５０円

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☆
【スピード/コロンビア３００】 ☆特別価格☆２７,０００円！（税込）
転がり易いコアとキャッチの強いカバーでコントロールしやすいボールです

☆お勧めボール②☆
【パワートルク パール/コロンビア３００】 ☆特別価格☆２７,０００円！（税込）
転がりながらスキッドしピン側で鋭くキレるボールです
☆お勧めボール③☆
【キネティック ブラックアイス/トラック】 ☆特別価格☆２３,０００円！（税込）
安定した走りとコントロールしやすい動きでゲーム中盤から終盤に
活躍してくれるボールです

【６月の団体予約状況】（５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。
１９日
９時１５分よりおよそ１時間半
１４レーンのご予約
２４日 １８時００分よりおよそ２時間
全レーンのご予約

【２０２２年 ６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≫
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)
20：00
メンバーズ月例会
6Ｇ
オフィシャル
会員大会 3,200 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
10(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
15(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
17(金)
20：30
スポーレ３人チーム戦(締切１５日迄)
3Ｇ
オフィシャル
１チーム(３名)６,６００円
ダブルススタッフチャレンジマッチ 3Ｇ
22(水)
20：30
オフィシャル
１チーム（２名）4,400 円
24(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
26(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
29(水)
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
【７月上旬開催予定大会】
1(金)
20：30
メンバーズ月例会
6Ｇ
オフィシャル
会員大会 3,200 円
～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
６月のスペシャルコンディションに挑戦！は２５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≫
ト リ オ リ ー グ ６日(７回戦) １３日(８回戦) ２０日(最終 PM) ２７日(新規１回戦)
げ ん き 会 リ ー グ ７日(５回戦) １４日(６回戦) ２１日(７回戦)

２８日(８回戦)

シングルス リーグ ９日(４回戦) ２３日(５回戦)
《センター公認大会優勝～第３位入賞選手一覧（敬称略）２０２２年４月２７日～２０２２年５月２７日》
２０２２年６月１日からの成績は７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)

４月度マンスリーチャンピオン決定戦 4/27
優 勝 戸山 一也
― （Ｈ／Ｃ ０）
準優勝 松岡 正親
― （Ｈ／Ｃ ９）
第３位 海老根 勇
― （Ｈ／Ｃ ８）
メンバーズ月例会 5/6
優 勝 白川 正博
１３４３（Ｈ／Ｃ ０）
準優勝 島袋 敏和
１３３５（Ｈ／Ｃ ０）
第３位 戸山 一也
１３２８（Ｈ／Ｃ ０）
レディース＆シニア月例会 5/8
優 勝 染野 明美
６５２（Ｈ／Ｃ ６０）
準優勝 西田 和生
６３２（Ｈ／Ｃ ３０）
第３位 田中 克典
６２１（Ｈ／Ｃ ３０）
アサヒカップ 5/11
優 勝 中根 万壽夫
９０５（Ｈ／Ｃ１０４）
準優勝 髙橋 直登
８６９（Ｈ／Ｃ ０）
第３位 戸山 一也
８６５（Ｈ／Ｃ ０）
コカ・コーラカップ 5/13
優 勝 目黒 麻記子
８７５（Ｈ／Ｃ ４８）
準優勝 山田 武子
８６２（Ｈ／Ｃ ５６）
第３位 檜垣 智美
８３２（Ｈ／Ｃ ４８）

サントリーカップ 5/18
優 勝 島袋 敏和
８６７（Ｈ／Ｃ ０）
準優勝 渡辺 三千男
８３５（Ｈ／Ｃ ４８）
第３位 大野 一生
８１９（Ｈ／Ｃ ３２）
スポーレ３人チーム戦 5/20
優 勝 島袋・幸田一・幸田小１９８４（Ｈ／Ｃ１１７）
準優勝 大武・東・戸山
１８７２（Ｈ／Ｃ１１１）
第３位 染野・幸坂・久松
１７４８（Ｈ／Ｃ１０５）
野口圭プロチャレンジマッチ 5/22
優 勝 島袋 敏和
８６６（Ｈ／Ｃ ０）
準優勝 杉森 信行
８５７（Ｈ／Ｃ ０）
第３位 田中 克典
７９２（Ｈ／Ｃ １６）
ダブルススタッフチャレンジマッチ 5/25
優 勝 幸田小・安川
１３７３（Ｈ／Ｃ ９０）
準優勝 戸山・大武
１２１６（Ｈ／Ｃ ６０）
第３位 中根・稲葉
１２０３（Ｈ／Ｃ ６０）
５月度マンスリーチャンピオン決定戦 5/27
優 勝 田中 克典
― （Ｈ／Ｃ ４）
準優勝 戸山 一也
― （Ｈ／Ｃ ０）
第３位 荒川 大
― （Ｈ／Ｃ ０）

