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当店では１０月３１日(月)まで秋の入会＆ロッカーキャンペーンを実施いたします！

期間中は通常よりお得な料金で入会できますので、入会を検討中の方がいらっしゃい

ましたら、是非この機会に入会をお勧め下さい♪ 又、ボールやバッグの持ち運びが

大変で、ロッカーを借りたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、こちらも期間中

はお得なキャンペーン価格にて新規貸し出しを致します！是非ご利用下さいませ

(^o^)/手続きにかかる料金等は、お気軽にスタッフ迄お問い合わせください！ 

 

 

 

 

スポーレボウル会員としてゲーム料金や大会参加費の割引等は普段からご利用されていらっしゃいま

すが、ロッカー利用割引やつくばユーワールド内の施設でも割引がございます。 

※スパ湯～ワールド・クライミングジムにて割引をご利用される際は会員証のご提示が必要です 

３ゲームパック利用 いつでも利用可 

ロッカー利用割引 一般料金より１,０００円引き 

スパ湯～ワールド入館料割引 通常１,６５０円 → 会員割引１,３２０円 

スポーレクライミングジム割引 ロープ体験１００円引き ボルダリング体験 

 

 

 

 

 

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大特価セールを

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☆【ダークウエブ/ハンマー】 

〈特徴〉直進性のあるコアと強いカバーで 

ピン側での大きな曲がりの出るボールです！ 

☆特別価格☆２７,０００円！（税込） 

 

☆お勧めボール②☆【オーシャンバイブ/ハンマー】 

〈特徴〉レーンが遅くなってきた時やスピードが遅めの方、 

女性ボウラーにお勧めのボールです！ 

☆特別価格☆２３,０００円！（税込） 

 

 



【２０２２年 ９月 大会・リーグ戦スケジュール】 
≪センター公認大会及びリーグ戦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 

 

≪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）２０２２年７月２９日～２０２２年８月２６日》 

２０２２年８月３１日からの成績は１０月号に掲載します(スコアは総Ｈ/Ｃ込み・マンスリーＣ決定戦のみ１Ｇ分Ｈ/Ｃ) 

 

日付 開始時刻 大会名 Ｇ数 HDCP 参加費  

2(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 

4(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 

7(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 

9(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 

14(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 

16(金) 20：30 スポーレ３人チーム戦(締切１４日迄) 3Ｇ オフィシャル １チーム（３名）6,600円 

21(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 

28(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 

30(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  

【１０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 ５日( ３回戦) １２日(４回戦) １９日(５回戦) ２６日(６回戦) 

げんき会リーグ ６日(スカッチ) １３日(１回戦) ２０日(２回戦) ２７日(３回戦) 

シングルスリーグ １日( ２回戦) １５日(３回戦) ２９日(４回戦) 

７月度マンスリーチャンピオン決定戦 7/29 

優 勝 戸山 一也     ― （Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 島袋 敏和     － （Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 檜垣 智美     － （Ｈ／Ｃ  ５） 

アサヒカップ 8/3 

優 勝 髙橋 直登    ８９２（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 島袋 敏和    ８６１（Ｈ／Ｃ  ０） 

 第３位 三浦 まどか   ８４０（Ｈ／Ｃ ９６） 

メンバーズ月例会 8/5 

優 勝 海老根 勇   １３２３（Ｈ／Ｃ ２４） 

準優勝 東 和則    １３２３（Ｈ／Ｃ１７４） 

第３位 菅井 正樹   １３１９（Ｈ／Ｃ ９６） 

野口圭プロチャレンジマッチ 8/10 

優 勝 髙橋 直登    ８９７（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 荒川 大     ８８５（Ｈ／Ｃ  ４） 

 第３位 佐藤 誠一    ８７４（Ｈ／Ｃ ５６）

つくばユーワールド杯 8/17 

優 勝 田中 喜代次   ８６３（Ｈ／Ｃ ３２） 

準優勝 佐々木 正義   ８５２（Ｈ／Ｃ１１２） 

 第３位 幸坂 珠江    ７４２（Ｈ／Ｃ１２４） 

コカ・コーラカップ 8/19 

優 勝 戸山 一也    ９１８（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 松岡 正親    ８６６（Ｈ／Ｃ ３２） 

 第３位 田中 克典    ８４５（Ｈ／Ｃ  ０）

レディース＆シニア月例会 8/21 

優 勝 佐々木 斉    ６５０（Ｈ／Ｃ ３０） 

準優勝 染野 明美    ６４５（Ｈ／Ｃ ６０） 

第３位 田中 克典    ６４３（Ｈ／Ｃ ３０） 

ダブルススタッフチャレンジマッチ 8/24 

優 勝 戸山・杉本   １３７４（Ｈ／Ｃ  ０） 

準優勝 田中・荒川   １２７０（Ｈ／Ｃ ２６） 

 第３位 島袋・幸田一  １２５７（Ｈ／Ｃ １２） 

サントリーカップ 8/26 

優 勝 山田 武子    ８３５（Ｈ／Ｃ ４８） 

準優勝 松岡 正親    ８３３（Ｈ／Ｃ ３２） 

 第３位 菅井 正樹    ８２８（Ｈ／Ｃ ４８） 

 


