
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。
この度は、ジョイナス「年末年始試合イベント」のお知らせを致します。

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、前日２１時までにお願い致します。

日程 時間 種目 最大参加数 参加費用

12月27日 10：00～13：00 ジョイナス12月27日
（日）

10 00 13 00 ジョイナス

７周年感謝祭
別紙参照 別紙参照

15：00～19：00

12月28日
（月）

10：00～15：00 女子対抗戦 10名 2.700円(税込)/名

15：00～18：00 Jr特別レッスン 24名 2.500円(税込)/名

19：10～20；30
打点の確認ひたすら

6名 3500円(税込)/名（月） 19：10～20；30
球出し

6名 3,500円(税込)/名

20；35〜21；55
サーブ練習フォーム

の確認
6名 3,500円(税込)/名

12月29日
（火）

11：00～14：00 三時間特別レッスン 別紙参照 別紙参照

15：00～18：00 Jr特別レッスン 24名 2.500円(税込)/名
（火）

19：00～21：00
シングルス初心

練習会
別紙参照 別紙参照

1月3日
（日）

10：00～16：00
クラス対抗戦

（A2～A4）
9チーム

12.000円(税込)
チーム

17：40～21：55 特別レッスン 別紙参照 別紙参照

【【試合方式試合方式】】
（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。）

■女子対抗戦
・１セットマッチ（ノーアドバンテージ方式）
■クラス対抗戦
・４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。



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//小山校女子ダブルス対抗戦！小山校女子ダブルス対抗戦！

を行いますので、Ｄ５／Ｄ６に在籍している方で、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】

日程 ：１２月２8日(月）

時間 ：10：00～15：00

場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

内容 ：女子ダブルス対抗戦

（試合方式／内容は参加人数により当日決定します）

最大人数：１０名（先着：大宮校／小山校各校１０名づつ）

出場出来 方 に所属出場出来る方 ：Ｄ５、Ｄ６クラスに所属

費用 ：2,700円(税込)／名

＊当日の昼食(お弁当等）はご持参ください。

＊キャンセルは前日までにお願いします。

＊詳細の問い合わせについては、大宮校は加藤、小山校は渡辺

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。

7周年感謝祭の中で親子でテニス！を行いますので ご参7周年感謝祭の中で親子でテニス！を行いますので、ご参
加希望の方は、フロントでお申し込み下さい。

【要項】

日程 ：12月27日(日）

時間 １０ ００ １１ ００時間 ：１０：００～１１：００

場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

内容 ：親子でご参加頂く、特別レッスンです！

親子で協力してラリーを繋げたり 親子で交互に親子で協力してラリーを繋げたり、親子で交互に

ボールを打ちこんだりして練習します。

最大人数：先着１０ペア

費用 ：親 1,000円(税込)費用 ：親 1,000円(税込)

子 700円(税込)

担当 ：神谷コーチ、矢野コーチ、畔上コーチ

申込締切 ：12月20日（日）まで

＊キャンセルは前日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。

この度は、

クラス対抗戦！クラス対抗戦！

を行いますので、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】

日程 ：1月3日(日）日程 ：1月3日(日）

時間 ：１０：００～１６：００

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試合内容 ： 6ゲ ム先取（ノ アド）ダブルス2試合

◦1勝1敗の場合は、敗者同士によるダブルスのタイ
ブレークで勝敗を決めます。

最大人数：4名～6名

出場出来る方 ：A2～A4

費用 ：12,000円(税込)／チーム

＊当日の昼食(お弁当等）はご持参ください。

＊キャンセルは前日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。



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 ｸﾗｽ/ 担当■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

１２月
28日
（月）

19:10

〜

20:30

打点の確認!ひたすら球出し! オープン 加藤コーチ 6名 3.500円(税込)/名

20:35

〜

21:55

サーブをひたすら打ちましょう!

フォームの確認
オープン 加藤コーチ ６名 3.500円(税込)/名

21:55

17；40

〜

19；00

回り込みフォアの練習。逆クロス
とストレートの使い分け！

S5 大熊コーチ ６名 3.500円(税込)/名

ネットプレーでポイントをとりま
しょう。ポーチに挑戦！！

A２ 畔上コーチ ８名 2.500円(税込)/名

ダブルス形式練習！

平行陣をとる練習をしましょう！
A３ 村上コーチ ８名 2.500円(税込)/名

1月3日
（日）

19；10

〜

20；30

女子ダブルスの勝ち方を教えま
す！！

ＬD5 大熊コーチ ６名 3.500円(税込)/名

ネットプレーを増やしましょう。 S4 畔上コーチ ６名 3.500円(税込)/名

各ショットの練習をして、ラリー
を沢山やりましょう！！

A1 村上コーチ ８名 2.500円(税込)/名

20；35

〜

21；55

ダブルス形式練習！

平行陣に対しての崩し方！！
A4・A5

夏目コーチ
村上コーチ

10名 2.500円(税込)/名

１・２・３の方対象！Sを体験し
たい方はこの機会にぜひ！！

Ｓ初心 畔上コーチ ８名 3.500円(税込)/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。



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

☆ゲーム☆

各シ トの確認をして

11；00

〜

14；00

各ショットの確認をして

ダブルスのゲームを

沢山やりましょう！！

A１・2 村上コーチ 8名 3.240円(税込)/名

☆ストローク☆
雁行陣のダブルス特訓！！
クロスラリーでしっかり展開
出来るストローク力をつけま

A3 ・4 金子コーチ 8名 3.240円(税込)/名

12月
29日
（火）

14；00 出来るストローク力をつけま
しょう！！

☆ボレー☆
ローボレー、ハーフボレーを
中心にした足元のボールを練習

しましょう！
平行陣を安定させましょう！！

A5・6 矢野コーチ 8名 3.240円(税込)/名

19；00

〜

21；00

シングル初心練習会 A1〜A3
矢野コーチ
金子コーチ

14名 3.240円(税込)/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。



ジュニアスクール生の皆様ジュニアスクール生の皆様

この度は、ジュニアの皆様に冬休みを利用して、ジョイナステニスアカデミーで、この度は、ジュニアの皆様に冬休みを利用して、ジョイナステニスアカデミーで、
上達して頂くために、上達して頂くために、

「「33時間特別レッスン」時間特別レッスン」「「33時間特別レッスン」時間特別レッスン」

を開催致します。を開催致します。

試合に出場するジュニアが多いと思いますので、試合に出場するジュニアが多いと思いますので、上達したいジュニアは奮ってご参上達したいジュニアは奮ってご参
加ください。加ください。

■特別レッスン内容

日程 時間
ｸﾗｽ/

ﾚﾍﾞﾙ

担当

コーチ
定員 料金

15；00
夏目コ チ 24名 2500円(税込)/名

12月28日（月）

15；00

〜

18；00

Jr3

Jr特訓

夏目コーチ

加藤コーチ

24名 2.500円(税込)/名

12月29日（火）

15；00

〜

18；00

Jr3
Jr特訓

夏目コーチ
矢野コーチ

24名 2.500円(税込)/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。


