
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、大好評のジョイナス「ＧＷ（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ試合イベント」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。

日程し 時間 種目 最大参加人数 参加費用(税込）日程し 時間 種目 最大参加人数 参加費用(税込）

５月２日（月）
10:00～16:00

第４回大宮校/小山校

女子ダブルス対抗戦

大宮10名

小山10名
2,700円/名

19:00～21:00 YONEX ラケット試打会 ― 無料

５月３日（祝） 9:00～17:00
クラス対抗戦

（Ａ４～Ａ５）
９チーム

12,000円

/チーム

５月４日（祝）

9:00～17:00
クラス対抗戦

（Ａ２～Ａ３）
９チーム

12,000円

/チーム

19:00～22:55
中級シングルス大会

（男女不問）
８名 3,500円/名

５月５日（祝）

10:00～11:00
子供の日！親子テニス！

Part１ 3面で行います。
14ぺア

親1,500円

子1,000円

子供の日！親子テニス！ 親1500円
13:00～14:00

子供の日！親子テニス！
Part２ 3面で行います。

14ぺア
親1,500円

子1,000円

５月６日（金）

10:00～12:00
球出しマシーンを使った
ストローク強化練習会

8名 3,500円/名

13:00～15:00
球出しマシーンを使った

ボレー強化練習会
8名 3,500円/名

19:00～22:55
初級者ダブルス練習会

（男女不問）
１２名 3,500円/名

（男女不問）

５月７日（土） 9:00～終了まで
団体戦（ｵｰﾌﾟﾝﾚﾍﾞﾙ）

女Ｄ、男Ｄ、MIXD
９チーム

12,000円

/チーム

■大宮校／小山校女子ダブルス対抗戦
・試合方式、及び内容は、参加人数により当日決定します。
■ヨネックスラケット試打会
・ラケットが３０％OFF
・「８５０」ガットを無料とします。（他ガットは差額にて変更可能）
■クラス対抗戦（A4～A5）

■初級者ダブルス練習会
・ダブルス形式練習、ダブルスの試合を行います。
・レベル１～３に属するスクール生の方に限ります。
・男性、女性を問いません。
■親子レッスン

親子でご参加頂く特別レ スンです

【【試合方式、内容試合方式、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（A4 A5）
・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。

・レベル５と４が対戦する場合は、0-15からスタートとします。

（15ハンディ）
■クラス対抗戦（A２～A3）
・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。

・男性ペアと対戦するペアが、女性ペア/及びミックスペアの場合は、女性が

含まれるペアに15ハンディを与えます。

・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、親子で交互にボールを打ちこんだり

して練習します。
■中級シングルス大会
・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）

（試合方式は、参加人数により変動することがあります。）
・レベル３～４のスクール生の方に限ります。
・男性、女性を問いません。
■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

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）



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、

第４回ジョイナス大宮校第４回ジョイナス大宮校//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、レベル４～６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 ：５月２日（月曜日）

■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 ：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 ２０名（先着 大宮校／小山校各校１０名づ ）■最大人数：２０名（先着：大宮校／小山校各校１０名づつ）

■出場出来る方 ：レベル４～６のクラスに所属

■費用 ：２,７００円／名

＊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、大宮校は加藤、小山校は渡辺

までお問い合わせください。



この度は、ヨネックスの試打会を行いますので、フロントにお申し込
みください。みください。

当日限定予約購入特典！！

ラケット３０％OFF！
ガットガット
「850」or
「ポリツアーFire」をプレゼント！

■日程 ：５月２日（月曜日）

■時間 ：１９：００～２１：００

【要項】

■時間 ：１９：００ ２１：００

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■参加費用 ： 無料

お申込みは不要です。

当日時間内にお越し下さい。



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 ：５月３日（祝日）

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 ：９:００～１７:００
■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。

・レベル５と４が対戦する場合は 0-15からレベル５と４が対戦する場合は、0-15から
スタートとします。（15ハンディ）

・男女のハンディは無しとします。
■人数 ：４名～６名

■費用 ：１２，０００円／チーム■費用 ， 円／チ
■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。

＊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。



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 ：５月４日（祝日）

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 ：９:００～１７:００

■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
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。

・男性ペアと対戦するペアが、女性ペア/及びミッ男性ペアと対戦するペアが、女性ペア/及びミッ
クスペアの場合は、女性が含まれるペアに15ハ
ンディを与えます。

■人数 ：４名～６名

■費用 ：１２，０００円／チーム
■成績優秀チ ムには賞品あり！！■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。

＊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。



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。

中級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 ：５月４日（祝日）

■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 ：シングルス（男子/女子を問いません）

（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：８名

■参加資格

：レベル/３～４に所属するスクール生の方に限ります。

■費用 ：３,５００円／名

■成績優秀者表彰あり！！■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。

＊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

ござ 子供の日！親子でテニス！うございます。子供の日！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 ：５月５日（祝日）

時間 P t１ １０ ００ １１ ００時間 ：Part１ １０：００～１１：００

：Part２ １３：００～１４：００

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！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

ボールを打ちこんだりして練習します。

最大人数：Part1、Part2 共に 先着１４ペア最大人数：Part1、Part2 共に 先着１４ペア

費用 ：親 1,500円(税込)

子 1,000円(税込)

担当 ：矢野コーチ、畔上コーチ

＊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！
どしどしどしどし！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！！！奮ってのご参加をお待ちしています！！！

■特別練習会内容

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

10:00

〜

12:00

球出しマシンを使った

ストローク練習会！

短いボールチャンスボールを
スピンボールを使って打ちこ
んでみよう！

矢野コ チのデモンストレ

A3～A4

2面使用
矢野 8名

3.500円

(税込)/名

5月6日

（金）

矢野コーチのデモンストレー
ションを見て下さい！

球出しの後はラリーで確認♪

13:00

球出しマシンを使った

ボレー練習会！

チャンスボールを柔らかい
4 3500円13:00

〜

15:00

タッチのボレーで決めてみよ
う！

矢野コーチのデモンストレー
ションを見て下さい！

球出しの後はラリーで確認♪

A4～A5

2面使用
矢野 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。



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。

初級者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 ：５月６日（金曜日）

■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 ：ダブルス練習会（男子/女子を問いません）

ダブルス形式練習／ダブルス試合を行います。

（※参加人数により変動します。）

■最大人数：１２名

■参加資格

：レベル/１～３に所属するスクール生の方に限ります。

■費用 ：３,５００円／名

＊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。



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 ：５月７日（土曜日）

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。
■最大参加数 ９チーム

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。


