
日頃 スクール生の皆様にはジョイナスのレッスンを受講して頂き 誠に有難うございます日頃、スク ル生の皆様にはジョイナスのレッスンを受講して頂き、誠に有難うございます。
この度は、大好評のジョイナス「夏の試合＆レッスン」イベントのお知らせを致します。

お友達をお誘いの上、日頃のレッスンの成果をお試しください！！

スクール生、及びビジターの方もご参加頂けますので、奮ってのご参加をお待ちしています。
申込みは、電話／フロントにて受付致します。キャンセルは、１週間前までにお願い致します。

８月５日（水）までに、「夏のイベント」を複数でお申し込みの方は、その日まで

日程 時間 種目 最大参加数 参加費用(税込）

9:00～18:00
クラス対抗戦（A2～A4）

9チーム 12000円/チーム

にお申し込みになられた全イベント費用合計の２０％ＯＦF！とさせて頂き
ます。(但し、クラス対抗戦と団体戦は除く）

【要項】

８月９日（日）
9:00～18:00

（３面進行）
9チーム 12,000円/チーム

19:00～21:55
とことんストローク練習会（３面進行）

佐久間コーチも入ります。
15名 4.320円/名

８月13日(木）

特別レッスン
（別紙参照）

19:10～20:30
Ａ1,２

畔上コーチ

Ａ３,４

村上コーチ

Ｓ５,６

佐久間
コーチ

別紙参照 別紙参照

20:35 21:55
Ａ1,２ Ａ３,４

Ｓ５,６

佐久間 別紙参照 別紙参照（別紙参照） 20:35～21:55
1,２

畔上コーチ

３,４

村上コーチ
佐久間
コーチ

別紙参照 別紙参照

８月14日（金）

特別レッスン
（別紙参照）

19:10～20:30
Ａ1,２

畔上コーチ

Ａ３,４

村上コーチ

ＬＤ5,6

大熊
コーチ

別紙参照 別紙参照

20:35～21:55
Ａ1,２

畔上コーチ

Ａ３,４

村上コーチ

Ｓ５

大熊
コーチ

別紙参照 別紙参照

８月15日（土）
9:00～15:00 オープンミックスダブルス大会 9ペア 5,400円/ペア

16:00～21:55 中級シングルス大会（ﾚﾍﾞﾙ４以下対象） 9名 2,800円/名

８月16日（日） 9:00～
団体戦（オープン）

女子Ｄ、男子Ｄ、ＭＩＸＤ
９チーム 12,000円/チーム

【【試合方式、イベント内容試合方式、イベント内容】】
（参加される人数、組数、チーム数により試合方式が変更となる場合があります。）
■クラス対抗戦

■団体戦（男子２名～３名、女子２名～３名）合計４名～６名
・女子ダブルス、男子ダブルス、ミックスダブルス３試合中２試合

・６ゲーム先取（ノーアド）、ダブルス２試合
（１－１の時は、敗者同士によるダブルス、タイブレーク）

・チームは通常クラスのメンバーに限らせて頂きます。
■とことんストローク練習会（佐久間コーチも入ります）

・がっつりフォア／バック球出し練習
・ひたすらラリー！とにかく、たくさん打って打って打ちまくって感覚をつかん

でください！
■オープンミックスダブルス大会

・1セットマッチ（ノーアド）出来るだけ多く試合出来る様にします！！
■中級シングルス大会（ジョイナススクール生対象大会）

・ジョイナスのレベル４以下のクラスに所属している方対象（Ａ，Ｓ、Ｄ）
・６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）

女子ダブルス、男子ダブルス、ミックスダブルス３試合中２試合
の勝利でチームの勝利とします。

・6ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式：５ー５タイブレーク）

【【注意事項注意事項】】
・ビジターの方は、１イベント・ビジターの方は、１イベント//レッスン当たり＋５４０円となります。レッスン当たり＋５４０円となります。

（２０％ＯＦＦの対象にはなりません。）（２０％ＯＦＦの対象にはなりません。）
・キャンセルは、１週間前までにお願い致します。・キャンセルは、１週間前までにお願い致します。
・当日は送迎がありませんのでご注意願います。・当日は送迎がありませんのでご注意願います。
・２名からの開講とさせて頂きます。・２名からの開講とさせて頂きます。
・参加人数により内容が変更することもあります。・参加人数により内容が変更することもあります。



日頃、スクール生の皆様にはジョイナスのレッスンを受講して頂き、誠に有難うございます日頃、スク ル生の皆様にはジョイナスのレッスンを受講して頂き、誠に有難うございます。
この度は、大好評のジョイナス「夏の試合＆レッスン」イベントのお知らせを致します。
お友達をお誘いの上、日頃のレッスンの成果をお試しください！！
ビジターの方もご参加頂けますので、奮ってのご参加をお待ちしています。
申込みは、電話／フロントにて受付致します。キャンセルは、１週間前までにお願い致します。

８月５日（水）までに、「夏のイベント」を複数でお申し込みの方は、その日までにお申し込みになられた全イベント費

用合計の ２０％ＯＦF！とさせて頂きます。(但し、クラス対抗戦と団体戦は除く）

【要項】

日程 時間 種目 最大参加数 参加費用(税込）

８月17日（月）

①、②は特別レッスン

14:00～16:00
スマートセンサー体験会

（あなたのテニスを数値化）
6名 2,000円/名

19:10～21:55

渡辺コーチ/佐久間コーチペアに

ダブルス挑戦！！（２面進行）

勝てばレッスン1回分無料プレゼント！

レベル：４～６

４ペア

1名からでも参
加できます。

8,640円/ペア

（4,320円/名）

【要項】

（別紙参照）
レベル：４～６

① 19:10～
20:30

打点の確認！ひたすら球出し！

レベル：ｵｰﾌﾟﾝ（１面進行：担当加藤）
６名 3,500円/名

② 20:35～
21:55

サーブをひたすらやりましょう！

フォームも確認(1面進行：担当加藤）
６名 3,500円/名

８月18日(火） 19:10～21:55
とことんダブルス

(ﾚﾍﾞﾙ：４～６）
12名 4,320円/名

８月19日(水） 19:10～21:55
男子シングルス大会

（ﾚﾍﾞﾙ：ｵｰﾌﾟﾝ）
６名 2,800円/名

８月20日（木）

9:00～16:00 大宮校/小山校ジュニア合同練習会 各９名 2,160円/名

19:00～21:55
コーチと組んでダブルスをしましょう！！

矢野コーチ/村上コーチ/佐久間コーチ
12名 4.320円/名

ダブルス練習会

８月21日（金） 19:10～21:55 小山市優勝ペア 矢野＆神谷ｺｰﾁ

とのプチ対決有

12名 4.320円/名

８月22日（土）

特別レッスン

（別紙参照）

各時間

特別レッスン

朝9:00～夜21:55まで
特別レッスンあります。

内容は別紙参照願います

別紙参照 別紙参照

【【試合方式、イベント内容試合方式、イベント内容】】
（参加される人数、組数、チーム数により試合方式が変更となる場合があります。）
■スマートセンサー体験会
・テニスセンサーを使用して動画撮影やショットのデータを取ります。

■男子シングルス大会（ﾚﾍﾞﾙ：ｵｰﾌﾟﾝ）
・６ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）

■大宮校／小山校ジュニア合同練習会
内容は 参加人数により当日決定します

用 動 撮 や 。
・動画、データの検証を行います
■渡辺コーチ＆佐久間コーチにダブルス挑戦！！

・１セットマッチでダブルスします。
・コーチと１セット試合して、アドバイスもらいます。
・勝てば、レッスン１回分無料プレゼント！
・1名からでも参加できます。

■とことんダブルス
◎前半 約1時間（３チーム：ローテーションで回ります。）

1面 村上コーチ/佐久間コーチペアによる
ダブルステーマ形式練習（テーマは人数により決定します。）

１面 加藤コーチによるダブルステーマ練習
１面 ダブルスの試合

◎後半 約１時間３０分 コーチも入ります
3面でダブルス（男女ごちゃまぜ混合ダブルス試合）

【【注意事項注意事項】】
・ビジターの方は、１イベント・ビジターの方は、１イベント//レッスン当たり＋５４０円となります。レッスン当たり＋５４０円となります。

（２０％ＯＦＦの対象にはなりません。）（２０％ＯＦＦの対象にはなりません。）
・キャンセルは、１週間前までにお願い致します。・キャンセルは、１週間前までにお願い致します。
・当日は送迎がありませんのでご注意願います。・当日は送迎がありませんのでご注意願います。

内容は、参加人数により当日決定します。

■コーチと組んでダブルスをしましょう！！
・矢野コーチ/村上コーチ/佐久間コーチと組んでダブルスを沢山やりましょう！
■ダブルス練習会 小山市優勝矢野、神谷コーチペアとの対決もやります！
・ダブルスを沢山やりましょう！！

・２名からの開講とさせて頂きます。・２名からの開講とさせて頂きます。
・参加人数により内容が変更することもあります。・参加人数により内容が変更することもあります。



いつものクラスのメンバーのチームで、戦う大五味はまた

【要項】

■日程 ：８月９日（日曜日）

いつものクラスのメンバ のチ ムで、戦う大五味はまた
一味違いますので、是非とも、団体戦の緊張感を体験して
みてください！！

■時間 ：９:００～１８:００
■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校
■内容

・６ゲーム先取（ノーアド）ダブルス２試合。
１勝１敗の時は 敗者同士によるダブルスの・１勝１敗の時は、敗者同士によるダブルスの
タイブレークで勝敗を決定します。

・チームは通常クラスのメンバーに限らせて頂き
ます。

■人数 ：４名～６名■人数 ：４名～６名

■費用 ：１２，０００円／チーム
■成績優秀チームには賞品あり！！

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊チーム編成は、必ずレギュラーメンバーとさせていただきます。



普段のレッスンでは、ストロークの練習を満足するまでできていないと
いう方！！たくさんストロークを練習したい方、ぜひご参加をお待ちし
ています！！！ています！！！

【要項】

■日程 ：８月９日（日曜日）

■時間 ：１９：００～２１：５５

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ◎がっつりフォア／バック球出し練習(畔上コーチ）

◎ひたすらラリー（佐久間コーチも入ります）

★とにかく、たくさん打って打って打ちまくって感覚を

つかんでください！

■最大人数：１５名

■参加資格 レベル３ ６の方 （スク ル内外問わず ）■参加資格：レベル３～６の方 （スクール内外問わず。）

■費用 ：４,３２０円／名

＊キャンセルは１週間前までにお願いします＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。

通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって
います！います！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！

■特別レッスン内容

日程 時間 テーマ／内容のご紹介
ｸﾗｽ/

ﾚﾍﾞﾙ

担当

コーチ
定員 料金

球出しでフォアのフォームの
チェックをした後、フォアか

A1・2
畔上

８名 2500円/名

19:10

～

20:30

らのラリー/試合を沢山やろ
う！

A1・2
コーチ

８名 2,500円/名

ミニプライベートpart１

1人づつ個別のお悩みショッ
トを向上させましょう！

村上コーチに何でも相談して
ください。

A3・4
村上

コーチ
８名 2,500円/名

シングルスにおける、チャン
佐久間

8月

13日

（木）

シングルスにおける、チャン
スボールの決め方！！

1発で決めるフォアハンド！

S5・６
佐久間

コーチ
６名 3,500円/名

20:35

フォアをやった後は、バック
ハンドショットのフォーム
チェック！その後、ラリー/
試合を沢山やろう！

A1・2
畔上

コーチ
８名 2,500円/名

ミニプライベートpart２！！

前受けた方はもう1回相談し 村上～

21:55

前受けた方はもう1回相談し
ましょう！！

もちろんこの時間からでも
参加してください！

A3・4
村上

コーチ
８名 2,500円/名

サーブのレベルを上げましょ
う！！上級者のサーブを伝授
します！！

S5・６
佐久間

コーチ
６名 3,500円/名

・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。

・キャンセルは、・キャンセルは、11週間前までにお願い致します。週間前までにお願い致します。

・当日は送迎がありませんのでご注意願います。・当日は送迎がありませんのでご注意願います。

・２名からの開講とさせて頂きます。・２名からの開講とさせて頂きます。

・参加人数により内容が変更することもあります。・参加人数により内容が変更することもあります。



【要項】

■日程 ：８月１７日（月曜日）
■時間 ：１４:００～１６:００
■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校
■内容

スセンサ を使用して動画撮影や・テニスセンサーを使用して動画撮影や
ショットのデータを取ります

・動画、データの検証を行います

※センサー対応ラケット持参の方は自分のラケットで
計測が行えます 対応ラケット無い方はお貸しします計測が行えます、対応ラケット無い方はお貸しします

■人数 ：１名～６名

■費用 ：２，０００円／１名

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。



スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。

通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって
います！います！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！

■特別レッスン内容特別 内

日程 時間 テーマ／内容のご紹介
ｸﾗｽ/

ﾚﾍﾞﾙ

担当

コーチ
定員 料金

19:10

ボレー（フォア／バック）の
フォームチェックをしましょ
う！現代ボレーのコツをお伝
え致します！

A1・2
畔上

コーチ
８名 2,500円/名

雁行陣ダブルスの形式練習を
沢山やりまし う！ 村上

8月

14日

（木）

～

20:30

沢山やりましょう！

その後、ダブルス試合で成果
を出そう！

A3・4
村上

コーチ
８名 2,500円/名

レディースダブルスレッスン

女性特有の戦法を大熊コーチ
が伝授します！

ＬＤ

ﾚﾍﾞﾙ

5.6

大熊

コーチ
６名 3,500円/名

サーブのフォームをチェック
をした後、サーブから、ダブ A1・2

畔上

チ
８名 2,500円/名

20:35

～

21:55

をした後、サ ブから、ダブ
ルスゲームを沢山やろう！

1 2
コーチ

８名 2,500円/名

平行陣ダブルスの形式練習を
沢山やりましょう！

その後、平行陣の試合で成果
を出そう！

A3・4
村上

コーチ
８名 2,500円/名

シングルスベースの球出し/
半面ラリー/１面ラリーをと
ことん！！やりましょう！！

S5
大熊

コーチ
６名 3,500円/名

ことん！！やりましょう！！

8月

17日

（月）

19:10

～

20:30

打点の確認をしましょう！

ひたすら球出し！！

フォア/バック/ボレー

ｵｰﾌﾟﾝ
加藤

コーチ
６名 3,500円/名

20:35

～

21:55

サーブをひたすら練習しま
しょう！！

フォームも確認しましょう！

ｵｰﾌﾟﾝ
加藤

コーチ
６名 3,500円/名

・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。

・キャンセルは、・キャンセルは、11週間前までにお願い致します。週間前までにお願い致します。

・当日は送迎がありませんのでご注意願います。・当日は送迎がありませんのでご注意願います。

・２名からの開講とさせて頂きます。・２名からの開講とさせて頂きます。

・参加人数により内容が変更することもあります。・参加人数により内容が変更することもあります。



いつも、ジョイナステニスアカデミーをご愛好頂き、誠にありがとうご
ざいます。

ミックスダブルス大会を行います。要項は以下の通りです。是非ご参加
下さい！！

【要項】

■日程 ：８月１５日（土曜日）

■時間 ：９：００～１５：００

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ：ミックスダブルス

（試合方式／1セットマッチノーアドベンテージ方式）

（※参加人数により変動します。）

■最大人数：９ペア

■参加資格：オープン（スクール内外問わず。）

■費用 ：５,４００円／ペア

■成績優秀者表彰あり！！

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



いつも、ジョイナステニスアカデミーをご愛好頂き、誠にありがとうご
ざいます。

グ中級(レベル４以下）シングルス大会を行います。要項は以下の通りで
す。是非ご参加下さい！！

【要項】

■日程 ：８月１５日（土曜日）

■時間 ：１６：００～２１：５５

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ：中級シングルス大会

（試合方式／1セットマッチノーアドベンテージ方式）

（※参加人数により変動します。）

■最大人数：９名

■参加資格：ジョイナススクール生：ﾚﾍﾞﾙ４以下（Ａ、Ｓ、Ｄ）

■費用 ：２，８００円／名

■成績優秀者表彰あり！！

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



ﾃﾆｽは個人競技ですが チ ムで戦う大五味はまた 味違い

【要項】

■日程 ：８月１６日（日曜日）

ﾃﾆｽは個人競技ですが、チームで戦う大五味はまた一味違い
ますので、是非とも、団体戦の緊張感を体験してみてくだ
さい！！

■時間 ：９:００～ （終了まで）
■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校
■内容
・女子ダブルス、男子ダブルス、ミックスダブルス

３試合中 ２試合の勝利でチ ムの勝利とします３試合中、２試合の勝利でチームの勝利とします。
・各ダブルスは、６ゲーム先取／ノーアドバンテージ

方式：５ー５タイブレークとします。
■人数

男子２名～３名 女子２名～３名男子２名～３名、女子２名～３名

合計４名～６名

■レベル ：オープン（スクール内外問わず）

■費用 ：１２，０００円／チーム■費用 ， 円／チ

■成績優秀チームに賞品有り

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。
＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



いつも、ジョイナステニスアカデミーをご愛好頂き、誠にありがとうございます
。

今回は 渡辺コーチ/佐久間コーチペアをやっつけちゃってください！！１セット今回は、渡辺コーチ/佐久間コーチペアをやっつけちゃってください！！１セット
できるなんて滅多にないですから、ぜひこの機会に挑戦して下さい！

【要項】

■日程 ：８月１７日（月曜日）

■時間 ：１９：１０～２１：５５ ２面進行■時間 ：１９：１０ ２１：５５ ２面進行

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ：１セットマッチでダブルスします。

渡辺コーチ＆佐久間コーチと１セット試合して、アドバイスもら
います。

■賞品

コーチペアに勝てば、レッスン１回分無料プレゼント！

■最大人数 ４ペア■最大人数：４ペア
（お一人からでも参加できますが、ペアはこちらで決定することもありますので、
ご了承ください。）

■レベル：４～６（スクール内外問わず。）

■費用 ：８ ６４０円／ペア （４ ３２０円/名）■費用 ：８，６４０円／ペア （４，３２０円/名）

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



４時間！とことんダブルスをやりませんか？。２時間ダブルステーマ形
式練習１面、2面で試合。残り2時間は試合を沢山やります。
男女混合で沢山ダブルスの試合をやりましょう！！男女混合で沢山ダブルスの試合をやりましょう！！

【要項】

■日程 ：８月１８日（火曜日）

■時間 ：１９：１０～２１：５５

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校場所 大宮校

■内容 ◎前半 約1時間（３チーム：ローテーションで回ります。）

1面 村上コーチ/佐久間コーチペアによる

ダブルステーマ形式練習（テーマは人数により決定します。）

１面 加藤 チによるダブルステ 練習１面 加藤コーチによるダブルステーマ練習

１面 ダブルスの試合

◎後半 約１時間３０分 コーチも入ります

3面でダブルス（男女ごちゃまぜ混合ダブルス試合）

■最大人数：１２名

■参加資格：レベル４～６の方 （スクール内外問わず。）

お一人での参加、ペアでの参加も可能です。

■費用 ：4 320円／名■費用 ：4,320円／名

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



いつも、ジョイナステニスアカデミーをご愛好頂き、誠にありがとうご
ざいます。

男子シングルス大会を行います。要項は以下の通りです。是非ご参加下
さい！！

【要項】

■日程 ：８月１９日（水曜日）

■時間 ： １９：１０～２１：５５

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ：男子シングルス

（試合方式／６ゲーム先取 ノーアドバンテージ方式）

（※参加人数により変動します。）

■最大人数：６名

■参加資格：オープン（スクール内外問わず。）

■費用 ：２，８００円／名

■成績優秀者表彰あり！！

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



いつも、ジョイナステニスアカデミーをご愛好頂き、誠にありがとうご
ざいます。

この度は、

ジョイナス大宮校ジョイナス大宮校//小山校Ｊｒ（小学生）合同練習会！小山校Ｊｒ（小学生）合同練習会！

を行いますので、Ｊｒ３練習意欲がとてもある子で、以下の日程で出場
できる方は、フロントにお申し込みください。

【要項】【要項】

■日程 ：８月２０日（木曜日）

■時間 ：９：００～１６：００

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校■場所 ：ジョイナステニスアカデミ 大宮校

■内容 ：ジュニア合同練習会

（内容は参加人数により当日決定します）

■最大人数：１８名（先着：大宮校／小山校各校９名づつ）

■出場出来る方 ：Jr3（小学生）

■費用 ：２,１６０円／名

＊キャンセルは１週間前までにお願いします＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊詳細の問い合わせについては、大宮校は矢野、小山校は神谷

までお問い合わせください。



いつも、ジョイナステニスアカデミーをご愛好頂き、誠にありがとうご
ざいます。

ダブ プ今回は、ダブルス練習会で、矢野/神谷/大熊コーチとのプチ対決をやり

ますので、コーチ達をやっつけちゃってください！！ぜひこの機会に挑
戦して下さい！

【要項】

■日程 ：８月２０日(木曜日）

■時間 ：１９：１０～２１：５５ ３面進行

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ：ダブルス練習会

矢野コーチ/村上コーチ/佐久間コーチとペアになって、ダブ
ルスを沢山しましょう！！

■最大人数：１２名（お一人からの参加が可能です。）

■レベル：４～６（スクール内外問わず ）■レベル：４～６（スク ル内外問わず。）

■費用 ：４,３２０円／名

＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。ビジタ の方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



いつも、ジョイナステニスアカデミーをご愛好頂き、誠にありがとうご
ざいます。

ダブ プ今回は、ダブルス練習会で、矢野/神谷/コーチとのプチ対決もやります
ので、コーチ達をやっつけちゃってください！！

ぜひこの機会に挑戦して下さい！

【要項】

■日程 ：８月２１日（金曜日）

■時間 ：１９：１０～２１：５５ ３面進行

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ：ダブルス練習会

小山市優勝矢野・神谷コーチペアとのプチ試合もあります

■最大人数：１２名（お一人からの参加が可能です。）

■レベル：４～６（スクール内外問わず。）

■費用 ：４,３２０円／名

キ ンセルは１週間前までにお願いします＊キャンセルは１週間前までにお願いします。

＊ビジターの方は費用が＋５４０円かかります。

＊詳細の問い合わせについては、フロントまでお問い合わせください。



スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。スク ル生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。スク ル生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。

通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって
います！います！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！

■特別レッスン内容

日程 時間 テーマ／内容のご紹介
ｸﾗｽ/

ﾚﾍﾞﾙ

担当

コーチ
定員 料金

９:00

～

10:20

高いボールをしっかり返そ
う！ロブボールの返球練習！

Ａ１
畔上

コーチ
８名 2,500円/名

ストローク強化！クロスラ
リーを安定させよう！

Ａ２
矢野

コーチ
８名 2,500円/名

踏み込んでリターンダッシュ
から平行陣へ展開しよう！

Ｄ５
村上

コーチ
６名 3,500円/名

8月

11:00

～

12:20

ハイボールで相手を下げて
ネットにでよう！

Ｓ４
矢野

コーチ
６名 3,500円/名

ロブショットを使って陣形を
崩そう！

Ａ４
村上

コーチ
８名 2,500円/名

ローボレー特訓！足元のボ
レーに強くなろう！

Ａ３
畔上

コーチ
８名 2,500円/名

22日

（土）

13:00

～

14:20

バックハンド大特訓！

バックハンドを深いところに
返せるようになろう！

Ａ１
矢野

コーチ
８名 2,500円/名

回り込みフォア！逆クロスと
ストレートの使い分け！

Ｓ５
村上

コーチ
６名 3,500円/名

アプローチから平行陣！深い
ボールで前にでよう！

Ｄ３
畔上

コーチ
６名 3,500円/名

15:00

～

16:20

チャンスがくるまでひたすら
粘ろう！平行陣でのディフェ
ンス力強化！

Ｄ４
矢野

コーチ
６名 3,500円/名

ネットプレーでポイントをと
ろう！ポーチに挑戦！

Ａ２
村上

コーチ
８名 2,500円/名

１・２・３の方対象、Ｓ体験
クラス！Ｓを体験したい方は Ｓ初心

畔上

コ チ
６名 3,500円/名

・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。

・キャンセルは、・キャンセルは、11週間前までにお願い致します。週間前までにお願い致します。

・当日は送迎がありませんのでご注意願います。・当日は送迎がありませんのでご注意願います。

・２名からの開講とさせて頂きます。・２名からの開講とさせて頂きます。

・参加人数により内容が変更することもあります。・参加人数により内容が変更することもあります。

この機会に！！ コーチ



スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。スクール生の皆様、日頃ジョイナスご愛好頂き、誠に有難うございます。

通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって通常のレッスンでは味わえないような「特別の内容」になって
います！います！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！どしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！

■特別レッスン内容

日程 時間 テーマ／内容のご紹介
ｸﾗｽ/

ﾚﾍﾞﾙ

担当

コーチ
定員 料金

「Ｊｒレッスン」(受け放題）を Ｊｒレッ
スン Ｊｒレッスン

17:00

～

19:00

1日延長します！

８月１３日、１４日、１７日、１８日、
１９日，２１日の延長としますので、

申込をしてください！

スン

受け放題
を受講す

る

Ｊｒ

夏目

コーチ
８名

Ｊｒレッスン

（受け放題）

の参加費に含
まれます。

19:10

総合練習からゲーム！
ダブルスの動きを覚えよ
う！

Ａ２
畔上

コーチ
８名 2,500円/名

8月

22日

（土）

～

20:30 ボレーのタッチショット
でスペースを作ろう！

Ａ５
矢野

コーチ
８名 2,500円/名

ドロップショットを使っ
て相手を動かそう！

Ａ３
矢野

コーチ
８名 2,500円/名

20:35

～

21:55 ショートクロスで揺さぶ
ろう！センターとの組み
合わせて相手の陣形を崩
そう！

Ａ４
畔上

コーチ
８名 2,500円/名

・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。・ビジターの方は、１レッスン当たり＋５４０円となります。

・キャンセルは、・キャンセルは、11週間前までにお願い致します。週間前までにお願い致します。

・当日は送迎がありませんのでご注意願います。・当日は送迎がありませんのでご注意願います。

・２名からの開講とさせて頂きます。・２名からの開講とさせて頂きます。

・参加人数により内容が変更することもあります。・参加人数により内容が変更することもあります。


