テニスゼロ和光 Facebook

『ゼロオープン』は、クラブメンバー以外の方でもご参加いただける大会です。

●一番早くゼロオープンの
日程がわかります！

他にも団体戦やチャンピオンズ大会も開催！ またシングルスや男子ダブルスも行っています。

●天候による決行・中止・順延の
情報もいち早くわかります！

最低４試合は保障！

【場所】

8：55～9：25 ※くじ引きでリーグ分けをしますので、同所属の方は、お申し出ください。
8：55～9：25まで練習可 ※クラブハウスは8：45より開館致します。
テニスゼロ和光 (旧：和光グリーンテニスクラブ) 和光市下新倉5-16-70

【料金】

下記参照

【受付】
【練習】

6ゲーム先取

【試合方法】
【天候】

ﾂｶﾀﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｽｸｰﾙﾒﾝﾊﾞｰ､ｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰ特典として、

お一人￥540引き！
４試合保障！

※団体戦を除く

わかばD級ﾚﾍﾞﾙCD級ﾚﾍﾞﾙ
優勝者・準優勝者ﾍﾟｱ
2018年12月6日（D級）
2018年12月13日（C・D級）

チャンピオンズカップ

参加人数により試合方法が変更になる事がございます。

小雨決行｡ 1時間前に中止決定。決行・中止・順延は、 『テニスゼロ和光』Facebookにて発表。

【ﾚﾍﾞﾙについて】

60歳以上の方、もしくは女子連の大会に5年以上でていない方は、ランクダウンを認めます。申込時にその旨、お申し出ください。

開催日２ヵ月前のAM 9：00よりメール受付

t.zero.wako@tennissquare.com →

メールの件名に開催日・種目、本文にお名前・お電話番号・ダブルスの場合ペアのお名前・所属を入力ください。
先着順受付とさせていただきます。定員になった場合はキャンセル待ちとなります。
【受付方法】
メールを確認次第、返信致します。受信先の指定をされている方は設定をお願いします。
返信は諸事情により遅れる場合がございます。
試合の3日前12：00の時点で、3組(3名)以下の場合は中止とさせて頂きます。
キャンセルは1週間前までとなります。1週間を過ぎますと参加料金全額をお支払い頂きますのでご注意ください。ペアの変更は前日まで可能です。
【駐車場】 24台 有料（参加者、終日300円） ※台数に限りがございますので、出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

開催日

募集種目

レベル・資格

募集人数

料金（税込）

女子連わかば（試合経験が少ない方）

12組

¥5,400

6月14日(木)

第214回

女子ダブルス

6月 4日(月)

第212回

女子ダブルス

女子連D級ﾚﾍﾞﾙ

12組

¥5,400

7月 5日（木)

第217回

女子ダブルス

女子連D級ﾚﾍﾞﾙ

12組

¥5,400

7月 19日（木)

第219回

女子ダブルス

女子連D級ﾚﾍﾞﾙ

12組

¥5,400

6月7日(木)

第213回

女子ダブルス

女子連C・D級ﾚﾍﾞﾙ

12組

¥5,400

6月28日(木)

第216回

女子ダブルス

女子連C・D級ﾚﾍﾞﾙ

12組

¥5,400

7月12日(木)

第218回

女子ダブルス

女子連C・D級ﾚﾍﾞﾙ

12組

¥5,400

6月21日(木)

第215回

女子ダブルス

女子連C級ﾚﾍﾞﾙ

12組

¥5,400

6月25日（月）

第 31 回 女子シングルス

初級

12名

¥2,700

7月2日（月）

第 27 回 女子ダブルス団体戦

女子連Ｄ級レベル

12組

詳細は別紙

24組

詳細は別紙

9名

詳細は別紙

7月16日（月祝）

第8回

ゼロオープン男子ダブルス埼玉県テニス協会公認大会

オープン

7月26日(木)

ゼロオープンジュニア

8月2日(木)

ゼロオープンジュニア

グリーンボール（12才以下）

9名

詳細は別紙

8月6日(月)

ゼロオープンジュニア

イエローボール（小学生）

9名

詳細は別紙

8月9日(木)

ゼロオープンジュニア

オレンジ＆レッドボールボール（10才以下）

9名

詳細は別紙

8月16日(木)

ゼロオープンジュニア

グリーンボール（12歳以下）

9名

詳細は別紙

8月23日(木)

ゼロオープンジュニア

オレンジ＆レッドボール（10才以下）

9名

詳細は別紙

レッドボール（10才以下）＆グリーンボール（12才以下）

◆電車・バスでお越しの場合
・営団地下鉄有楽町線・副都心線、東武東上線『和光市』駅北口
東武バス『和光市循環』行き 『神明道下』徒歩2分
◆お車でお越しの場合
・東京外環自動車道『和光北IC』『和光IC』より5分
・首都高速道『高島平IC』より5分

＊試合初心者選手大歓迎

試合は経験が大事です。 この夏、ゼロで
「うれしさ・くやしさ」をたくさん経験しよう！

＊ 6ゲーム先取ノーアドバンテージの4試合保障！
＊ 4ゲーム先取ノーアドバンテージの4試合保障！
＊ 今年の夏休みは、たっぷり試合を経験しよう！

会場

テニスゼロ和光

(旧：和光グリーンテニスクラブ)和光市下新倉5-16-70

東武東上線「和光市駅」北口より東武バス 和光高校循環線 「神明道下」下車、徒歩約2分 駐車場完備

日付・種目

7月26日(木)

レッドボール（10歳以下）
グリーンボール（12歳以下）

男女混合シングルス

8月 2日(木)

グリーンボール（12歳以下）

男女混合シングルス

8月 6日(月)

イエローボール（小学生）

男女混合シングルス

8月 9日(木)

オレンジボール＆レッドボール
（10歳以下）

男女混合シングルス

8月16日(木)

グリーンボール（12歳以下）

男女混合シングルス

8月23日(木)

オレンジボール＆レッドボール
（10歳以下）

男女混合シングルス

時間

8時45分 集合

対象

セルフジャッジのできる選手（不安がある選手には、出来る限りコーチがサポートします。）

定員

各種目 先着9名様

参加費
試合方法
使用球

2,430円 （参加賞あり）

※優勝者には賞状進呈！

当日、フロントにて、受付の際にお支払いください。
予選リーグの後、順位別トーナメント。 1人最低4試合。 6ゲーム先取（ノーアドバンテージ方式）
※レッドボール＆オレンジボールは4ゲーム先取。参加人数により試合方法の変更がございます。 ご了承ください。

各カテゴリーによる

先着順
申込み方法

9時試合開始 14時終了予定

メール【t.zero.wako@tennissquare.com】または、電話【048-463-8826】

メール⇒件名に開催日・種目 本文に①氏名 ②電話番号 ③所属 ④生年月日 ⑤住所 ⑥電話 ⑦主な戦績
メールを確認次第、返信致します。3日経っても返信がない場合恐れ入りますがお電話でご確認ください。

キャンセル
雨天時

参加希望日の一週間前（木曜日）17時までにご連絡お願いします。
それ以降のキャンセルにつきましては参加費をお支払い頂きます。ご了承ください。
小雨決行。荒天の際の中止・開催決定は、8時にテニスゼロ和光Facebookでお知らせ致します。

ゆめさがし2018

ゆめチャレカップ予選
の章
り
お
ご
き
か

「ゆめさがし」とは
子供も大人もテニスを通して「ゆめのタネ」を見つけて、
そのタネが「根」「幹」「枝」
「葉」
「花」となり、また誰かの「ゆめ
のタネ」になり、みんなの夢が見つかるため、叶うためのお手伝いが
したいというツカダプランニングのスタッフの思いで開催してます。
ゆめさがし

グリーンの部

イエローの部

日付

2018.8.4（土）

2018.8.5（日）

対象
試合内容

小学 1〜4 年生までの
小学 1〜6 年生までの
ツカダプランニングスクール生
ツカダプランニングスクール生
予選リーグ戦後、順位別決勝リーグ

なるべく実力が同じ相手と対戦できるように考慮して
ドローを組みますが、参加人数、参加者のレベルによっては
そうならないこともありますのでご了承ください。

※コートレフェリーがそばにいるので、初めてでも安心して参加してください

試合方法

定員
参加費

予選リーグは 4 ゲーム先取
決勝トーナメントは 6 ゲーム先取
※どちらもノーアドバンテージです。
最低 3 試合行えます。

12 名
¥3,240

時間

16:30 受付開始 17:00 スタート

場所

テニスゼロ和光 和光市下新倉 5-16-70

お申込み

①電話 048-463-8826 ②メール t.zero.wako@tennissquare.com
メールでお申込み頂き、2 日経っても返信メールが来ない場合、
お手数ですがご確認のお電話をお願いいたします。

ゆめさがし実行委員会

ゆめさがし

③フロント

『他にはないスタイルで成果がでる』と大好評！！！
ゼロ名物、増田コーチ女子ダブルス練習会！
皆様のテニスの試合中、コーチが、アドバイスをします！
その“瞬間”に“最適”なアドバイスをすることにより
自分たちでは気づかなかった課題や武器を持ち帰る事ができます。
一気に上達するチャンス！ペアでご参加ください♪ＢＣ級優勝者多数輩出実績！
ご予約は

資格 ＪＰＴＡ認定プロフェッショナル１
ＵＳＰＴＡ認定エリートプロフェショナル
日本体育協会認定マスター上級テニス教師
ヨネックス契約インストラクター

２か月前 9：00より！
満員になった際は、キャンセル待ちとなります。
お早めにお申込ください。
キャンセルはイベント当日より１週間前(同曜日)17：00
そちらを過ぎますと参加費の100%頂きます。

*日付*

5月21日（月）
7月23日（月）
*時間*

10 ： 0 0 ～ 15： 00

*定員*

6組12名

*料金*

ペアで￥5,40 0

6月18日（月）
10月15日（月）
*ご都合により途中で退出OK
*昼食はご持参ください。
クラブハウスご利用頂けます。
*雨天中止の際は、1時間前に決定。

中高年からのテニス教室

ゆうゆうテニス教室
生涯スポーツとして『軽い運動』と『仲間づくり』

男性 55 歳、女性 50 歳以上の皆様で、今までテニ
スをする機会が無かった方。
これからの人生をスポーツ（テニス）を通してイキ
イキ過ごしたい方。同じ趣味を持つ仲間をつくり
たい方。
身体に優しいラケットとボールで無理なく始めら
れます。

主催；ゆうゆうテニス和光

開催日；6 月 6、13、20、27 日(全 8 回)
7 月 4、11、18、25 日(毎週水曜日)
会場；テニスゼロ和光 （和光市下新倉 5-16-70
時間；9 時 00 分～9 時 50 分（50 分）

TEL048-463-8826）

参加費；全 8 回 4,000 円(税込)1 回あたり 500 円
対象；55 歳以上でテニス経験のない方、少ない方
定員；20 名（先着順）
講師；増田祐二（日本体育協会マスター上級テニス教師）他
持物；運動出来る服装、運動靴、タオル、飲み物（水筒）
（ラケット、ボールはこちらで
ご用意いたします。）
申込；お電話または、メールにてご予約の上、
当日会場にて所定の申込書に記入し手続きをして下さい。

お申込み、お問い合わせ
ゆうゆうテニス和光

テニスゼロ和光内

048-463-8826

『ゆうゆうテニスの事で』とお伝えください
メールアドレス：t.zero.wako@tennissquare.com 住所：和光市下新倉 5-16-70

土曜の夜はオトナの時間。
県大会本戦を目指す男たちが
しのぎを削って練習しています。
ちょっと本気になって
自分のテニスを磨きませんか？
おとなの青春、今ここに。
* スケジュール *
開催日
5月12日(土)
5月19日(土)
5月26日(土)
6月2日(土)
6月9日(土)
6月16日(土)
6月23日(土)
6月30日(土)

*
*
*
*

会
申
雨
詳

場
込
天
細

*
*
*
*

種目
テニスフリーク(担当：小林)
テニスフリーク(担当：山口)
賞品付ダブルス団体戦(男子)
テニスフリーク(担当：小林)
賞金付シングルス(男子)
テニスフリーク(担当：山口)
賞品付ダブルス団体戦(混合)
テニスフリーク(担当：山口)

テニスゼロ和光

時間
18：00～21：00
18：00～21：00
16：45集合 17：00開始
18：00～21：00
16：45集合 17：00開始
18：00～21：00
16：45集合 17：00開始
18：00～21：00

定員
9名
9名
4チーム(1チーム男子4名)
9名
7名
9名
4チーム(1チーム男女2名ずつ)
9名

和光市下新倉5-16-70 ※お車でお越しの方は駐車料金が300円となります。

①電話 048-463-8826

②メール t.zero.wako@tennissquare.com

雨天中止の決定は15：00
裏面をご覧ください。

③フロントへ直接

※テニスゼロ和光 Facebookでお知らせしますので事前に「いいね」をおすすめします。

* テニスフリーク *
コーチ達も加わっての、シングルスまたはダブルスのマッチ練習会です。
試合方式は、1セットマッチです。
17：00よりフリーコートでウォーミングアップができます。
参加費：県大会本戦出場経験者
県大会予選有資格者
その他

1,620円(税込)
2,160円(税込)

2,700円(税込)

* 賞品付ダブルス団体戦 *
小林コーチが参戦する4チームでの総当たり戦です。
チーム同士でダブルスを2試合行います。
試合方式は、6ゲーム先取ノーアドバンテージです。
試合前のウォーミングアップはサーブ4本です。
1勝1敗の場合、ペアを替えたダブルス＜スーパータイブレーク＞を行い勝者を決
めます。
上位チームから賞品を選ぶ順番の抽選を行います。
全チームに賞品をご用意しております。
1チーム4名様以上での申込が可能ですが、賞品は4名様分のご用意となります。
お申込チーム数により試合方式や賞品が変更になる場合がございます。
参加費：1チーム

12,960円(税込)

* 賞金付シングルス *
小林コーチが参戦するトーナメント戦です。
試合方式は、1セットマッチです。
試合前のウォーミングアップはサーブ4本です。
敗者同士のコンソレや順位決定戦もあります。
優勝・準優勝・コンソレ優勝に賞金をご用意しております。
お申込人数により試合方式や賞金が変更になる場合がございます。
参加費：おひとり

3,240円(税込)

