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相模原パークレーンズに
「スケルトンのマスキング」登場！
ズウィック社製で、去年の11
月に契約して、今年の6月末に
工事が完了しました。それまで
にはコロナ禍も収まっているだ
ろうと思ったのですが…。ウチ
は、利益が出たら半分は再投資
に回すというのが会社の方針
▲こちらはカラフルアンビレーンの3Ｆフロア。ちなみ
に、同レーンはUSBC（全米ボウリング協会）、JBC（全日本
ボウリング協会）
ともに公認のレーンだ（7月31日撮影）

▲A2マシン独特の動きがはっきりわかるスケルトンのマスキング（4Fフロア）

長引くコロナ禍にもめげず？

4階フロアに導入された「スケ

マスキングも壮観で楽しいが、

で、ほぼ毎年、何かしらのリ
ニューアルをしています。スコ
アビジョンを入れ替えても案外

また、3階フロアは「カラフ

気がつかないお客さんが多いの

相模原パークレーンズ（神奈川

ルトンのマスキング」だ。本来

ピンがどのようにリセットされ

ルアンビレーン」に模様替え。 ですが、今回はだれが見ても

県相模原市）が大幅なリニュー

マスキングはピンセッターを隠

ていくかが目視できるスケルト

同センターが導入した色はブラ

アルを断行した。

すためのもの。ラウンドワンの

ンのマスキングも実に興味深

ウンで、アプローチ上のドット

ル。みなさん興味深く見ておら

く、面白い。

とレーン上のスパットはイエ

れて、反響は大きいですね」と

ローではめ込まれている。とも

同センターの中里則彦社長。興

に本邦初お目見えの設備だ。

味のあるボウラーはぜひ一度ご

何といっても目を引くのは、 ような大型デジタルビジョンの

「休業・時短要請の対象から除外を！」
BPAJ、JBC、JPBA3団体が嘆願書を提出
BPAJ（公益社団法人日本ボ

「どちらもアメリカのブラン

●緊急事態宣言及びまん延防

長）、JBC（公益財団法人全日

止等重点措置下における休業・

本ボウリング協会／北川薫会

時短営業要請の対象からボウリ

長）
、JPBA
（公益社団法人日本

ング場を除外する

プロボウリング協会／谷口健会

●休業・時短営業要請の対象と

長）の業界3団体は7月5日、共

なる場合は十分かつ速やかな

同で「新型コロナウイルス感染

補償を実施する

拡大防止措置におけるボウリン

●政府主導の経済活性策の一

グ場の営業について」と題した

環としてボウリングを含むス

嘆願書を内閣官房コロナウイル

ポーツ産業活性策を展開する

コロナ禍により1年延期され、 確認ください。

▲内閣官房の西村康稔担当大臣宛
に提出された嘆願書

2022年5月13日から
29日に実施されるこ

は安心・安全な施設であること

れることに。前出の4府県はま

関東ボウリング場協会（武田竜

を実証するため、日本・関東・

ん延防止から緊急事態宣言に

会長）、東京ボウリング場協会

東京の3場協会が外部調査を入

格上げ され、北海道・石川・

（財津澄子会長）
の代表者連名に

れて共同で作成したエビデンス

京都・兵庫・福岡の5道府県が

資料が添付された。

新たにまん延防止の対象地域に

しかし嘆願書

順位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

氏 名
姫路
麗
坂本 かや
松永 裕美
丹羽由香梨
本間由佳梨
久保田彩花
川﨑 由意
佐藤まさみ
霜出 佳奈
小池 沙紀
大嶋 有香
板倉奈智美
小林よしみ
小久保実希
中谷 優子
桑藤 美樹
浅田 梨奈
名和
秋
岸田 有加
キム･ソヒョン

期別
33
49
37
35
46
48
48
42
50
49
49
36
43
47
28
45
48
35
43
52

ポイント
AVG
4,848 218.80
3,903 215.72
2,755 213.09
2,594 209.22
2,348 210.64
2,092 210.29
1,945 211.30
1,937 210.38
1,853 211.41
1,779 210.46
1,573 205.80
1,510 207.31
1,478 206.67
1,323 208.68
1,217 205.07
1,176 204.56
1,152 205.18
1,106 207.54
1,056 206.63
958 207.20

獲得賞金
7,504,000
5,686,000
3,153,000
2,937,000
1,785,000
2,003,000
2,305,000
1,942,000
1,684,000
1,641,000
1,890,000
1,065,000
2,454,000
1,101,000
1,013,000
859,000
926,000
921,000
730,000
988,000

※2021.7．30現在／赤字は今季大会優勝者

エントリー方法等詳細につい

際総合競技大会『ワールドマス

ツ庁に提出した。併せてBPAJ、

2020／21女子プロポイントランキング
（上位20名）

られる。

ターズゲームズ2021関西』
は、 ては、大会ホームページにてご

には8月31日まで再々延長さ

よる嘆願書も提出された。

日だが、定員になり次第締め切

当初は今年5月に開催される
予定だった、生涯スポーツの国

同嘆願書には、ボウリング場

ス感染症対策推進室とスポー

体験ください。

1年延期のワールドマスターズ
ただ今エントリー受付中！

嘆願内容は以下の3点。

ウリング場協会／中里則彦会

はっきりとわかるリニューア

追加された。

提出の3日後、

現状、ボウリング場は時短営

東京と沖縄を対

業を許されているが、補償金額

象地域に発出さ

は床面積や営業時間（通常との

れていた4度目

時間差）などを精査して決めら

の緊急事態宣言

れるため、全く損益の補填にな

と埼玉・千葉・神

らないセンターもあるという。

奈川・大阪の4府

また、最終的な責任の所在が

県を対象とした

国と自治体のど

まん延防止 の

ちらにあるのか

期限延長が決

も曖昧なまま。

定。それでも感

BPAJの中里会

染拡大は収まる

長によれば「各

どころか、逆に

自治体への嘆願

全国規模で急拡

書提出も検討

大し、7月30日

中」
とのことだ。

とが発表された。
オープン競技を含
め、69競 技が 行われ
るが、ボウリング競技
は5月20日から23日
まで、徳島県のスエヒ
ロボウルとポップジョ
イ石井の2会場で行わ
れる。
30歳以上（1992年
12月31日以前に出生）
ならだれでも参加可能
だ。エントリーの受付
期限は2022年2月28
トーナメントカレンダー

開催日

大会名

開催センター

≪アマチュア≫
8 月16 日（月）〜 18 日（水） 第 45 回全日本高校選手権
8 月 21日（土）〜 22 日（日） 第11回全日本小学生競技大会
9 月 4 日（土）〜 5 日（日）
ABBF 第 48 回全国実業団個人選手権

川崎グランドボウル（神奈川）
稲沢グランドボウル（愛知）
浜松毎日ボウル（静岡）

≪プロ・オープン≫
8 月 26 日（木）〜 27 日（金） ドリスタカップ 2021男子新人戦

ドリームスタジアム太田（群馬）

最新の技術、豊富な経験を持つ

ドリラー 6名在籍

当センター専属プロボウラー

時本美津子 プロ

当センター専属プロボウラー

鈴木 理沙 プロ

当センター専属プロボウラー

キム スルギ プロ

当センター専属プロボウラー

名和 秋 プロ

当センター専属プロボウラー

市原 竜太 プロ

当センター専属プロボウラー

当センター専属プロボウラー

永野すばる プロ 江頭 善文 統括マネージャー

JR横浜線・相模原駅徒歩2分
http://parklanes.jp/ TEL. 042-755-1110

オンラインショップのパイオニア

今すぐアクセス

