
苦しんで成績が低迷し、92年
夏に現役を引退。同年の女子新
人戦から女性初のトーナメント
ディレクターに転じた。
その後は、ＪＰＢＡ副会長、Ｊ

ＬＢＣ副会長の要職を歴任して
業界に貢献。現在もＴＶ解説等
で元気な姿を見せてくれている
のはうれしい限りだ。

1981、82年に全米クイーン
ズ連覇の偉業を達成した「世界
のカツコ」こと杉本勝子プロは、
1945年（昭和20年）6月25日、
鳥取県の生まれ。空前のボウリ
ングブームが下降線をたどり始
める直前の72年、27歳のとき
に4期生（ライセンス№75）とし
てデビューし、国内でも通算
26勝を挙げた名ボウラーだ。
初勝利は73年の西日本選手
権。同年3勝、74年4勝、75
年6勝と、オイルショックを契
機にブームが終焉し、トーナメ
ント数が激減した3年間で半数
の13勝を挙げているのは驚嘆
に値する。闘志を前面に押し出
すスタイルのボウリングで人気
を博し、後のギネス女王・斉藤
志乃ぶ（3期／通算74勝）とは、
ジャパンオープンなどビッグ
トーナメントのＴＶ決勝で幾度
も迫真の名勝負を紡いだ。
国内最後の優勝は85年の報
知オールスター。以後は腰痛に

File.15 杉本 勝子
（2017年殿堂入り）

レジェンドたちの肖像
日本のボウリング史を彩る

ギネス女王・斉藤と多くの名勝負を紡いだ
全米クイーンズ連覇の「世界のカツコ」今年は猛暑の予想が出ていま

す。熱中症になりやすい年齢は、
男女とも0～4歳と、80歳以上
です。男性は外に出る機会が多
く、10～74歳まで女性を大き
く引き離し、加えてスポーツに
活躍する15～19歳、定年前の
55～59歳に山があります。男
女とも加齢に伴って発症が増え
ますが、年齢とともに暑さを自
覚しづらくなり、調節機能の低
下が加わるからです。また、心
臓や腎臓の病気で水分や塩分を
制限され、補給遅れになること
もあります。
暑さ対策の第一は、気温や湿
度を知ることです。高温多湿、
無風の環境を避けるため、冷房
や除湿器・扇風機などを効果的
に使いましょう。さらに、水分
を定期的に取りましょう。脱水
は気づきにくく、水分補給が遅
れがちになります。定期的な水
分摂取に加え、食事にもキュウ
リやナスなど、水分の多い野菜
を意識して取りましょう。

棚橋孝太（たなはし・こうた）
／46期／高知県出身／タイ
トル1／JOC強化スタッフ・日
本スポーツ協会公認指導員・
ＵＳＢＣシルバーコーチ・Ｊ
ＢＣ公認ドリラー

1995年（平成7年）1月17日
早朝。兵庫県南部で発生した震
度7（マグニチュード7.3）の地
震は、同県をはじめ近畿地方の
広域に多大な被害をもたらし
た。犠牲者は6400人超。25
年余りの時を経た今なお記憶に
新しい「阪神・淡路大震災」だ。
当該地域のボウリング場は、
震源にほど近い神戸市灘区のグ
ランド六甲、同長田区の神戸ス
カイレーンなど7センターが甚
大な被害を受けた一方で、幸い
にして軽微な損壊ですみ、ごく
短期間で営業再開に漕ぎ着けた
センターも少なくなかった。だ
が、市街地の復旧作業はピッチ
が上がらず、被災者の多くは毎
日を無事やり過ごすことで精一
杯。以前の平穏な日常は一向に
戻ってくる気配がなかった。
そんな状況下の7月9日、関
西ボウリング場協会は「被災者
に束の間でも笑顔と元気を」と
加盟6センター（兵庫・阪神甲子
園ボウル、ボウル阪神、塚口ロ
ビンボウル、兵庫エースレー
ン、神戸スカイレーン、大阪・
イーグルボウル）の賛同を得て
『がんばろうひょうご　招待ボ

ウリング』と銘打ったイベント
を開催。あいにく期末試験中と
あって中高生の参加こそ少な
かったものの、子供連れの家族
など577人の老若男女が各セン
ターを訪れ、関西在住のプロと
交流しながらボウリングを楽し
んだ。
ささやかながら、コミュニ

ケーションスポーツとしてのボ
ウリングの特性を生かした好企
画。ひとつ残念なのは、参加し
た6センターが現在はすべて閉
鎖されてしまったことだ。

「震災被害者に笑顔と元気を！」

　　　　　関西場協会が招待ボウリング開催

1995年7月9日
転球 Time Trip

25年前に

入浴時や就寝中の水分喪失対
策も重要です。入浴前後の水分
補給や、寝るときに枕元に飲料
を置くなどの準備も良いことで
す。屋内でも脱水になることが
あります。周囲の人の気遣いも

▲神戸スカイレーンでは、自身が被 
　災者でありながら同年のプロテス
　トを突破し、デビュー間もない28
　期生の中谷優子（左）、岡田幸子
　（現・松尾紗紀）両プロが来場者を
　おもてなし

飛沫拡散防止にマスク着用が有
効です。ところが運動時のマス
ク着用は、熱中症の可能性を高
めるとの報道があります。ボウ
リングはどうでしょう。アプ
ローチに立って、あなたは人と

の距離を確保しまし
た。飛沫を飛ばす相手
もいません。主役気分
でマスクを外し、スト
ライクの気分を倍増し
てもいいでしょう。
マスク着用の違和感
には個人差がありま
す。習慣づけて違和感
が軽減するまで、マス
クは積極的に着用して
ほしいものです。しか
し、習慣づいたら、状
況に応じて外すことも
大切です。マスクを外

すことによって、喉の渇きに気
づくこともあります。暑い夏と
マスク着用を加えた熱中症対策
を新しい生活様式に加えて、夏
を元気に乗り切りましょう。

大切な予防の力です。
さらに今年は、マスク着用時
の熱中症予防に気配りしましょ
う。新型コロナウイルス対策に
は、接触や三密を避ける行動と、

ボウラー同士の会話のなかで
も、今日はレーンが速い、遅い
などの話が出ると思います。
ボールが曲がりやすい、曲がり
にくいだけでなく、スコアが出
やすい、出にくいなど、レーン
のコンディションは、投げ方や
ボールと同じかそれ以上に、ボ
ウリングのスコアやプレイに影
響を及ぼす要因です。
さて皆さんは、レーンコン

ディションと聞くとどのように
考えますか？　俗にいうショー
トオイルやロングオイルのよう
なオイルパターン、つまりはオ
イルの塗り方を思い描きます
か？　よくボウリング場にも、
今月のオイルパターンを掲示し
てありますよね、そのパターン
表を見て、プロやトップボウ
ラーがこのパターンはこういう
風だから、このボールでこう攻
めよう、などと話しているのを
聞いたことがあると思います。
オイルパターン表を見てこの
あたりを投げようと考えるのは
悪いことではありませんが、今
回のレーンコンディションは、
オイルパターンだけの話ではな
く、レーンの材質やその摩耗具

ますが、近年は材料の木が入手
困難になってきたことから減少
傾向にあります。
現在発売されているボール

は、後述する合成レーンを想定
して開発されているため、合成
レーンよりも軟らかく摩擦係数
の高いウッドレーンでは、思っ
たようなボールパフォーマンス
が得られない場合があります。
これは硬くて摩擦係数の低い合
成レーンを想定して製作されて
いる現代のボールが、ウッド
レーンではレーンの手前の方か
ら摩擦しすぎてしまい、ボール
がピンにヒットするころにはエ
ネルギーがなくなった状態に
なってしまうということです。
自分が投げているボウリング
場がウッドレーンなのか、合成
レーンなのかということを理解
するだけでも、ボールを購入す
る際の参考になります。私個人
は、ウッドレーンのボールの転
がる音が好きですが、だんだん
ウッドのレーンも少なくなって
きて寂しいですね。
来月はレーンコンディション

の続きで、合成レーンについて
書いてみます。

合、または傾きやオイルをひく
ためのマシンの種類やその整備
具合、またオイルの種類など、
すべての要因を、レーンコン
ディションと考えます。同じ
レーンのパターンでも、どこの
ボウリング場で、どのメンテマ
シンでオイルをひくかによって
も、全然違うレーンになるとい
うことです。
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▲83年当時の杉本プロ。170㎝近い
　長身の、闘志みなぎるボディーア
　クションがアプローチに映えた

まず大きくレーンの素材を分
けていきます。「ウッドレーン」
これは本物の木のレーンです。
ボウリングのレーン材の木は、
手前側のボールが着床する部分
は硬い楓の木、奥の方は松の木
でできています。昔からボウリ
ングをされている方は、ウッド
レーンが当たり前だったと思い
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塚田芳久　昭和54年新潟大学医学
部卒業。平成17年から新潟県立十
日町病院長。平成28年から新潟県
立新発田病院長。平成15年から新
潟県ボウリング連盟会長。平成20
年4月からＪＢＣ理事。日体協公
認スポーツドクター。ＪＯＣ医・科
学強化スタッフ。マスク着用と熱中症
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棚橋プロの
ワンポイント講座
Vol.8　レーンコンディションって？


