
4月29日～
5月5日

試合＆

イベント

ＧＷイベント



【要項】

■日程 ：4月30日（土曜日）
■時間 ：９:００～１６:００
■参加資格：ジョイナススクール生：レベル４～５
■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

８時２０分集合 １チーム練習１０分
■内容
・６ゲーム先取（ノーアド）ダブルス２試合。
５-５のタイブレークはありません。

・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。
・５と４が対戦する場合は0-15からスタート(15ハンディ)

・男女のハンディは無しとします。
■最大人数：９チーム（１チーム２～６名）

■費用 ：１２,０００円（税込）／チーム
■成績優秀チームには賞品あり！！

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！！

・キャンセルは１週間前までにお願いします。

それ以降のキャンセルは全額負担となります。

・当日は送迎がありませんのでご注意願います。

・4チームからの開催とさせて頂きます。



■特別レッスン内容

ジョイナス
ポイント対象

イベント

・キャンセルは、1週間前までにお願い致します。

それ以降のキャンセルは全額負担となります。

・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。

・参加人数により内容が変更することもあります。

・スクール生のみご参加頂けます。

日程 時間 テーマ／内容のご紹介 ｸﾗｽ/
ﾚﾍﾞﾙ/面数

担当

ｺｰﾁ

最大

人数
料金（税込）

4月

30日
（土）

19:50

〜

21:50

初級ｼﾝｸﾞﾙｽ練習会

シングルスをやったことが
ない方、試合のルールが解
らない方でも大丈夫です!

是非参加して下さい!

1面を1対1で行うシングル
スでしか味わえないテニス
をやってみましょう!

１～３
３面

大澤
ｺｰﾁ

１２
名

3,850円/名



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1日（日曜日）

■時間 ：９：００～１４：００

■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／６ゲーム先取 ノーアドバンテージ方式

■最大人数：９名

■参加資格

・男子/女子を問いません

：レベル/３～４に所属するスクール生の方に限ります。

■費用 ：３,３００円（税込）/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致します

それ以降のキャンセルは全額負担となります。

・当日は送迎がありませんのでご注意願います

・３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



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。オープン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 ：5月4日（水曜日）

■時間 ：９：００～１４：００

■参加資格：フリー

■場所 ：ジョイナステニスアカデミー大宮校

■内容 ：オープン男子シングルス大会

６ゲーム先取（ﾉｰｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ方式）

■最大人数：９名

■費用 ：３,３００円 （税込）/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。

それ以降のキャンセルは全額負担となります。

・当日は送迎がありませんのでご注意願います。

・３名からの開催とさせて頂きます。

・参加人数によって内容が変更する場合があります。



■レッスン内容

現金受講の方
ジョイナス
ポイント対象

日程 時間 テーマ/内容のご紹介
クラス/
レベル

担当
コーチ

最大
人数

料金
（税込）

4/29
(金)

9：00～
10：20

ハイボールを使った展開 Ｓ入門 矢野 5人 2,800円

形式練習 Ｄ5 村上 6人 2,500円

ボレー練習 Ａ2 大澤 8人 2,200円

11：00～
12：20

ゲーム基本練習 Ａ1 村上 8人 2,200円

1面ラリー Ｓ4 大澤 5人 2,800円

1面ラリー Ｓ5 矢野 5人 2,800円

18：30～
19：50

基礎練習 Ａ1 矢野 8人 2,200円

ストローク練習 Ａ2 村上 8人 2,200円

各ラリー練習 Ａ4 藤井 8人 2,200円

20：00～
21：20

平行陣練習 Ａ3 村上 8人 2,200円

ゲーム練習 Ａ1 矢野 8人 2,200円

ゲーム練習 Ｓ5 藤井 5人 2,800円

・キャンセルは、1週間前までにお願い致します

それ以降のキャンセルは振替消化もしくは

全額負担となります

・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

（Ａクラスのみ1名の場合60分で開講します）

・参加人数により内容が変更することもあります

・スクール生のみご参加頂けます

・本イベントに限り、Ａ→Ｄ、Ａ→Ｓ、Ｄ→Ｓ

同レベル、または1つ下のレベルで、

差額料金をお支払い頂ければ受講が可能です

・本イベントに限り、平日昼クラスの生徒の方が

振替を利用して受講される場合、どの時間帯で

も土日ナイター差額は発生致しません



日程 時間 テーマ/内容のご紹介
クラス/
レベル

担当
コーチ

最大
人数

料金
（税込）

5/1
(日)

18：30～
19：50

各ショット練習 Ａ1 村上 8人 2,200円

ストローク練習 Ｓ4 髙村 5人 2,800円

ラリー練習 Ａ5 大澤 8人 2,2 00円

20：00～
21：20

サーブ・リターン練習 Ａ4 髙村 8人 2,200円

ゲーム形式 Ｄ5 村上 6人 2,500円

1面ラリー Ｓ5 大澤 5人 2,800円

・キャンセルは、1週間前までにお願い致します

それ以降のキャンセルは振替消化もしくは

全額負担となります

・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

（Ａクラスのみ1名の場合60分で開講します）

・参加人数により内容が変更することもあります

・スクール生のみご参加頂けます

・本イベントに限り、Ａ→Ｄ、Ａ→Ｓ、Ｄ→Ｓ

同レベル、または1つ下のレベルで、

差額料金をお支払い頂ければ受講が可能です

・本イベントに限り、平日昼クラスの生徒の方が

振替を利用して受講される場合、どの時間帯で

も土日ナイター差額は発生致しません

■レッスン内容

現金受講の方
ジョイナス
ポイント対象



日程 時間 テーマ/内容のご紹介
クラス/
レベル

担当
コーチ

最大
人数

料金
（税込）

5/3
(火)

9：00～
10：20

ミドルボレー練習 Ａ2 矢野 8人 2,200円

ストロークショット練習 Ａ3 三村 8人 2,200円

雁行陣形式練習 Ｄ入門 村上 6人 2,500円

11：00～
12：20

各ショット球出し練習 Ａ1 三村 8人 2,200円

ボレーメイン形式練習 Ｄ4 村上 6人 2,500円

ラリー形式練習 Ａ5 矢野 8人 2,200円

18：30～
19：50

ボレーショット練習 Ａ3 三村 8人 2,200円

サーブから形式練習 Ｄ4 村上 6人 2,500円

ラリー練習 Ｓ4 宮田 5人 2,800円

20：00～
21：20

ストロークショット練習 Ａ2 三村 8人 2,200円

ラリー練習 Ａ5 村上 8人 2,200円

ラリー練習 Ａ4 宮田 8人 2,200円

・キャンセルは、1週間前までにお願い致します

それ以降のキャンセルは振替消化もしくは

全額負担となります

・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

（Ａクラスのみ1名の場合60分で開講します）

・参加人数により内容が変更することもあります

・スクール生のみご参加頂けます

・本イベントに限り、Ａ→Ｄ、Ａ→Ｓ、Ｄ→Ｓ

同レベル、または1つ下のレベルで、

差額料金をお支払い頂ければ受講が可能です

・本イベントに限り、平日昼クラスの生徒の方が

振替を利用して受講される場合、どの時間帯で

も土日ナイター差額は発生致しません

■レッスン内容

現金受講の方
ジョイナス
ポイント対象



日程 時間 テーマ/内容のご紹介
クラス/
レベル

担当
コーチ

最大
人数

料金
（税込）

5/4
(水)

18：30～
19：50

ストローク練習 Ａ2 宮田 8人 2,200円

基礎練習 Ａ1 三村 8人 2,200円

ゲーム形式 Ｓ5 大澤 5人 2,800円

20：00～
21：20

1面ラリー Ｓ入門 大澤 5人 2,800円

平行陣形式練習 Ａ3 宮田 8人 2,200円

ストロークラリー Ａ5 三村 8人 2,200円

・キャンセルは、1週間前までにお願い致します

それ以降のキャンセルは振替消化もしくは

全額負担となります

・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

（Ａクラスのみ1名の場合60分で開講します）

・参加人数により内容が変更することもあります

・スクール生のみご参加頂けます

・本イベントに限り、Ａ→Ｄ、Ａ→Ｓ、Ｄ→Ｓ

同レベル、または1つ下のレベルで、

差額料金をお支払い頂ければ受講が可能です

・本イベントに限り、平日昼クラスの生徒の方が

振替を利用して受講される場合、どの時間帯で

も土日ナイター差額は発生致しません

■レッスン内容

現金受講の方
ジョイナス
ポイント対象



日程 時間 テーマ/内容のご紹介
クラス/
レベル

担当
コーチ

最大
人数

料金
（税込）

5/5
(木)

9：00～
10：20

平行陣練習 Ｄ4 三村 6人 2,500円

ローボレー練習 Ａ3 矢野 8人 2,200円

ストロークラリー Ａ5 渡辺 8人 2,200円

11：00～
12：20

形式練習 Ｓ4 三村 5人 2,800円

足元へのスピンボール Ａ4 矢野 8人 2,200円

形式練習 Ｄ5 渡辺 6人 2,500円

18：30～
19：50

1面ラリー Ｓ4 髙村 5人 2,800円

形式練習 Ｓ5 三村 5人 2,800円

ひたすらラリー Ａ4 渡辺 8人 2,200円

20：00～
21：20

ラリー練習 Ａ5 髙村 8人 2,200円

雁行陣練習 Ｄ5 三村 6人 2,500円

ゲーム練習 Ｓ5 渡辺 5人 2,800円

・キャンセルは、1週間前までにお願い致します

それ以降のキャンセルは振替消化もしくは

全額負担となります

・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

（Ａクラスのみ1名の場合60分で開講します）

・参加人数により内容が変更することもあります

・スクール生のみご参加頂けます

・本イベントに限り、Ａ→Ｄ、Ａ→Ｓ、Ｄ→Ｓ

同レベル、または1つ下のレベルで、

差額料金をお支払い頂ければ受講が可能です

・本イベントに限り、平日昼クラスの生徒の方が

振替を利用して受講される場合、どの時間帯で

も土日ナイター差額は発生致しません

■レッスン内容

現金受講の方
ジョイナス
ポイント対象


