
●５月のジョイフルイベント

申込締切：開催の3日前まで / 定員になり次第

 ●参加料＝1,320円/1名
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  又は､パーソナルチケット1枚。
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  又は､パーソナルチケット1枚。
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※参加人数が少ない場合は、予定時間短縮の場合があります。

◆勝敗にこだわりすぎずに、皆さんで
ゲームを楽しんでいただきます。
※1～2名の場合は60分ラリー練習に
変更 ●参 加 料＝2,250円/1名

  又は､パーソナルチケット1枚。

◆スクール以外の方もプレゼントチケットを利用
して、予定時間内は自由にゲームなどテニスを
楽しめるので、ぜひお知り合いの方を誘って
参加してください。
※途中参加OK
※1～2名の場合は60分フリーラリー練習に変更

 ●参 加 料＝2,480円/1名

◆自分達で課題を決め、実戦練習から
いろんな事にチャレンジして、試合で結果を
出せるように練習する。
※1～2名の場合は60分ラリー練習に変更

◆自分たちで課題を決め、実践練習から
いろんな事にチャレンジして、試合で結果を
出せるように練習する。
※１～2名の場合は30分フリーラリー練習に
変更

オープンゲーム練習会 予定時間＝20：00～22:30

～　予定時間内で自由にテニスを楽しむ　 ～  ●募集定員＝14名

対象：一般スクール生とそのお知り合い
 ●担当＝細川コーチ

ジュニア　ｼﾝｸﾞﾙｽゲーム練習会 予定時間＝18:30～19:50

～　試合に強くなろう　～  ●募集定員＝10名

対象：ジュニアクラス   又は､パーソナルチケット1枚。

 ●担当＝栗田コーチ

ソフトテニス　ゲーム練習会 予定時間＝18:30～19:50

～　試合に強くなろう　～  ●募集定員＝10名

対象：ソフトテニス（応用）クラス
 ●担当＝中村コーチ

ソフトテニス基本ショット練習会 予定時間＝17:30～18:30
◆基本ショットをボール出し中心に練習
します。苦手克服やショット強化練習
なども行います。
※１～2名の場合は30分フリーラリー練習に
変更

～基本ショットの球出し練習 ～  ●募集定員＝10名

対象：全てのソフトテニスクラス
 ●担当＝中村コーチ

  又は､パーソナルチケット1枚。

グリーンボールのラリー練習会 予定時間＝17:30～18:30

～打ち合いを楽しもう ～  ●募集定員＝10名

対象：グリーン、オレンジボールで練習しているキッズ
 ●担当＝栗田コーチ

がっつりゲーム大会 予定時間＝9:30～12:00
◆コーチも入っいてがっつりゲームを
楽しんでいただきます。
※1～2名の場合は60分ラリー練習に
変更

～ ゲームを楽しむ　～  ●募集定員＝10名

対象：一般スクール生（応用・実戦）
 ●参 加 料＝2,250円/1名

 ●担当＝向コーチ

エンジョイゲーム大会 予定時間＝9:30～12:00

～ ゲームを楽しむ　～  ●募集定員＝10名

対象：一般スクール生（基本・エンジョイ）
 ●担当＝栗田コーチ

◆サーブからポイントも数えながらゲーム
に挑戦していく。
※1～2名の場合は30分ラリー練習に
変更

ゲーム大会 予定時間＝20:00～22:30

～ ゲームを楽しむ　～  ●募集定員＝14名

対象：一般スクール生
 ●担当＝佐藤コーチ

レッドボールのゲーム練習会 予定時間＝17:30～18:30

～ゲームを楽しもう ～  ●募集定員＝10名

対象：レッドボールで練習しているキッズ   又は､パーソナルチケット1枚。

 ●担当＝栗田コーチ

　『パーソナルチケット』で､お得にご参加いただけます。

エンジョイゲーム大会 予定時間＝9:30～12:00
◆勝敗にこだわりすぎずに、皆さんで
ゲームを楽しんでいただきます。
※1～2名の場合は60分ラリー練習に
変更

～ ゲームを楽しむ　～  ●募集定員＝12名

対象：一般スクール生
 ●参 加 料＝2,250円/1名

 ●担当＝佐藤コーチ
  又は､パーソナルチケット1枚。

　2023年 ★  Joyful day & Thank you sunday

5 『ジョイフル❤イベント』 ご案内月度

テニススクールライフに 『魅力をプラス』 ♪あなたは 競技派?!　社交派?!　気になるイベントをチェック！

ジュニア　ｼﾝｸﾞﾙｽゲーム練習会
～　試合に強くなろう　～

対象：ジュニアクラス

予定時間＝18:30～19:50

 ●募集定員＝10名

  又は､パーソナルチケット1枚。

 ●担当＝栗田コーチ

◆自分達で課題を決め、実戦練習から
いろんな事にチャレンジして、試合で結果を
出せるように練習する。
※1～2名の場合は60分ラリー練習に変更

 ●参 加 料＝2,480円/1名

◆ゲームを沢山行う事でゲーム感覚を実戦
で勉強していく
※ペア固定で練習されたい方は、前日までに
担当スタッフへお伝え下さい。
※1～２名の場合は60分フリーラリー練習に変更

  又は､パーソナルチケット1枚。

  又は､パーソナルチケット1枚。

  又は､パーソナルチケット1枚。

◆グリーンボールを使って、打ち合いを
中心にした練習をしていきます。
※１～２名の場合は30分フリーラリー
練習に変更

4/20 受付開始 !!

３０日
（火）

３１日
（水）



●５月のその他イベント

                 又は､パーソナルチケット1枚
 （一般）2,800円/1名
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                 又は､パーソナルチケット1枚
 （一般）2,800円/1名
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●５月体験無料イベント
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●５月のスクールスケジュール

　　　スクール日程　　　　　

　　　ジョイフルデー　　　　

●６月のスクールスケジュール

　　　スクール日程　　　　　

　　　ジョイフルデー　　　　

＊締切日までに申し込みがない場合は中止となります（締切日が月～土曜日は21:00締切・日曜日は18:00締切）

＊参加数が各１名～２名の場合は内容をフリーラリー練習に変更して開催します（60分以下のコースは30分／60分以上のコースは60分にて開講）

　　（ジョイフルイベントのみ）

＊申し込み後、締切日が過ぎてのキャンセルは出来ませんのでご注意ください。又、担当コーチが変更する場合があります。

 

予定時間＝9:30～12:00

～女子ダブルス実戦強化 ～  ●募集定員＝12名(開講人数3名以上）

 ●参 加 料＝（スクール生）2,300円/1名

　　　　SINCE ２００１　テニスガーデン広陵

◆女子ダブルスのゲームを覚えていき
ます。ゲームを行い、結果に対して
反省など交えながらの実戦練習会。
※ペア固定で練習されたい方は、前日
までに担当スタッフへお伝え下さい。
※6名以下は2時間となります。対象：一般スクール生（女子）／基本・エンジョイゲーム

 ●担当＝向コーチ

     ❤  Enjoy & Improve!

令和５年５月２日(火)～令和５年５月２８日(日)

令和５年５月３０日(火)・令和５年５月３１日(水)

令和５年６月１日(木)～令和５年６月２８日(水)

令和５年６月２９日(木)～令和５年６月３０日(金)

はじめての方の無料テニス体験会 予定時間＝17：30～18：10 ◆テニスが初めての方、又は経験
の少ない方が対象です。

　

～テニスが初めて、又は経験の浅い方 ～  ●募集定員＝6名（先着順）

対象：中学生以上
 ●参 加 料＝無料

 ●担当＝向コーチ

女子ダブルスチャレンジ練習会

◆テニスが未経験でも不問。シニ
ア世代も大歓迎！運動が苦手な
方も簡単にゲームが出来ます。～何か運動を始めたい方 ～  ●募集定員＝6名（先着順）

対象：一般成人
 ●参 加 料＝無料

 ●担当＝向コーチ

イージーテニス無料体験会 予定時間＝8：30～9：20

はじめての方の無料テニス体験会 予定時間＝11：00～11：45 ◆テニスが初めての方、又は経験
の少ない方が対象です。

　

～テニスが初めて、又は経験の浅い方 ～  ●募集定員＝6名（先着順）

対象：中学生以上
 ●参 加 料＝無料

 ●担当＝栗田コーチ

女子ダブルス強化練習会 予定時間＝9:30～12:00 ◆女子ダブルスの強化の為、実戦を
がっつり行い、結果に対して反省など
交えながらの実戦練習会。
※ペア固定で練習されたい方は、前日
までに担当スタッフへお伝え下さい。
※6名以下は2時間となります。

～女子ダブルス実戦強化 ～  ●募集定員＝12名(開講人数3名以上）

 ●担当＝向コーチ

対象：一般スクール生（女子）／応用・実戦

 ●参 加 料＝（スクール生）2,300円/1名

キッズ無料テニス体験会 予定時間＝17：30～18：30 ◆初めてスポーツを始めたいと
思っているお子様対象。
※2名以下の場合は40分となり
ます。

～テニスが初めて、又は経験の浅い方 ～  ●募集定員＝6名(先着順）

対象：年長～小学3年生
 ●参 加 料＝無料

 ●担当＝向コーチ

はじめての方のソフトテニス無料テニス体験会 予定時間＝18：30～19：30 ◆ソフトテニスが初めての方、又は
経験の少ない方が対象です。
※2名以下場合は40分レッスンと
なります。

～テニスが初めて、又は経験の浅い方 ～  ●募集定員＝8名(先着順）

対象：ソフト未経験小学5年生～中学1年生
 ●参 加 料＝無料

 ●担当＝中村コーチ

ご予約はお電話、又は 『べんりカモ』より！

１３日
（土）

１５日
（金）

１１日
（木）

９日
（火）

１５日
（月）

２０日
（土）

８日
（月）

１６日
（火）


