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Japan Padel Tour

男女フューチャー大会

連日開催♪
１時間￥500

体験レッスン
連日 ⇒12：00 ～ 13：00

月・水曜 ⇒18：00 ～ 19：00
金曜 ⇒19：30 ～ 20：30

※毎週木曜 ,18,19,26 日は除く

初心者大歓迎♪ まずは『パデル』を体験してみよう！

お得な情報や特典サー
ビスを配信致します！
是非登録お願いします！

アッセンブル大宮 ＬＩＮＥ＠

ID：@assemble-omiya
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ダブルス練習会
ビギナー向け日

日 日

（土）

（土） （日）

26 パデル無料体験会

平日限定　9:00 ～ 12:00

平日限定　15:00 ～ 19:00

￥1,000/h

￥1,000/h

（コート代込）

（学生利用限定）

スリンガー半額

コート料金学割

①12 ～ 14 時 ジュニア

パデルの基本ショットからゲームの流れまで、

2 時間でみっちりパデルを体験♪無料です！！

日
（日）

②14 ～ 16 時 テニス未経験者

②16 ～ 18 時  テニス経験者

13 ～ 15 時

12:00 ～ 21:00

18 日( 土 )⇒男子 19 日( 日 )⇒女子
アッセンブル大宮初の公式大会開催♪
初開催の大宮で初参加もお待ちしてます♪

大会には興味があるけどまだ不安…そもそも
ゲームってどういう流れ？そんな方は必見！
ゲームの流れを練習して、 実際にゲームも
やってみましょう♪

3日 金 ”リフタード”教習 15：40～17：00 初級～

4日 土
レベル別単発レッスン

【初心】
16：40～18：00 初心～

5日 日
レベル別単発レッスン

【初級】
16：40～18：00 初級～

6日 月
レベル別単発レッスン

【ジュニアC】
17：00～18：00 ジュニアC

7日 火
”サーブ＆リターン”

教習
15：40～17：00 初心～

10日 金”コントラパレッド”教習15：40～17：00 初心～

11日 土
ビギナー向けダブルス

練習会
13：00～15：00 初心～

12日 日
レベル別単発レッスン

【ジュニアC】
16：00～17：00 ジュニアC

13日 月
レベル別単発レッスン

【ジュニアB】
16：30～17：50 ジュニアB

14日 火 ”カウンター”教習 15：40～17：00 初級～

17日 金 ”バンデッハ”教習 15：40～17：00 初心～

18日 土
Japan Padel Tour
男子フューチャー

12：00～21：00 ビギナー

19日 日
Japan Padel Tour
女子フューチャー

12：00～21：00 ビギナー

20日 月
レベル別単発レッスン

【ジュニアC】
17：00～18：00 ジュニアC

21日 火
初心・初級対象ダブル

ス大会
13：00～17：00 初心/初級

24日 金 ”レボテ”教習 15：40～17：00 初心～

25日 土 親子DEパデル 13：00～15：00 親子

26日 日 パデル無料体験会 12:00～18:00
パデル未経

験者

27日 月
レベル別単発レッスン

【ジュニアB】
16：30～17：50 ジュニアB

28日 火 バハダ”教習 15：40～17：00 初級～

31日 金 ”ボレア”教習 15：40～17：00 初心～



月曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

6、20日 17：00～18：00 レベル別単発レッスン【ジュニアC】 ¥1,650 ジュニアC
13、
27日 16：30～17：50 レベル別単発レッスン【ジュニアB】 ¥2,200 ジュニアB

火曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

7日 ”サーブ＆リターン”教習 初心～

14日 ”カウンター”教習 初級～

21日 13：00～17：00 初心・初級対象ダブルス大会
￥3,000

会員様⇒￥2,700 初心/初級

28日 15：40～17：00 バハダ”教習
￥2,750

会員様⇒￥2,350 初級～

金曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

3日 ”リフタード”教習 初級～

10日 ”コントラパレッド”教習

17日 ”バンデッハ”教習

24日 ”レボテ”教習

31日 ”ボレア”教習

土曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

13：30～14：50 ”レボテ”教習

15：00～16：20 ”レマテ”教習

16：40～18：00 レベル別単発レッスン【初心】 ¥2,750

13：00～15：00 ビギナー向けダブルス練習会 ¥2,000 初心～

15：00～17：00 もちパデ
￥2,400

講習会参加⇒￥1,000
ゲームのやり方
が分かる方～

18日 12：00～21：00
Japan Padel Tour
男子フューチャー

¥3,800 ビギナー

13：00～15：00 親子DEパデル ¥2,000 親子

15：30～16：50 レベル別単発レッスン【初心】 初心～

17：00～18：20 レベル別単発レッスン【初級】 初級～

日曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

13：30～14：50 ”ボレア”教習

15：00～16：20 ”ロブ”教習

16：40～18：00 レベル別単発レッスン【初級】 ¥2,750 初級～

13：00～16：00 Enjoy♪Padel♪ ¥2,500 初心～

16：00～17：00 レベル別単発レッスン【ジュニアC】 ¥1,650 ジュニアC

17：10～18：30 レベル別単発レッスン【ジュニアB】 ¥2,200 ジュニアB

19日 12：00～21：00
Japan Padel Tour
女子フューチャー

¥3,800 ビギナー

12：00～14：00 ジュニア

14：00～16：00 テニス未経験者

16：00～18：00 テニス経験者

レベル/ス
クールクラス

初心

初級 【アッセンブル大宮】

初中級

中級

中上級

上級

倉持

3月イベント一覧

倉持

￥2,750
会員様⇒￥2,350

15：40～17：00

倉持

4日 初心～

11日

25日

￥2,750
会員様⇒￥2,350

15：40～17：00
初心～

パデルのショットが一通り打てる方
https://assemble-omiya.com/

全ショットをマスターしていて試合に挑戦している方

緩急をつけたラリーが続けられる方 MAIL：info@assemble-omiya.com

¥2,750

倉持

￥3,150
会員様⇒￥2,750

初心～

クロスラリーでもカベを使ってラリーが続けられる方 ホームページはコチラから⇒

判断目安 イベントのお申し込みは、お電話、メール、LINEメッセージ　に
て承ります。またHPからもお申込み頂けます。

ラリーが続けられる方

ゆっくりのボールであればレボテを含めラリーが出来る方 TEL：048-623-4649

￥3,150
会員様⇒￥2,750

12日

26日 パデル無料体験会

倉持

無料

5日
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Japan Padel Tour
女子チャレンジ大会

連日開催♪
１時間￥500

体験レッスン

連日 ⇒12：00 ～ 13：00
火曜 ⇒20：00 ～ 21：00

※レッスンやイベントスケジュールの
都合上、中止の場合もございます。

初心者大歓迎♪ まずは『パデル』を体験してみよう！

お得な情報や特典サー
ビスを配信致します！
是非登録お願いします！

アッセンブル大宮 ＬＩＮＥ＠

ID：@assemble-omiya

９
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SAKURA PADEL
～春のダブルス大会～

日

日

（日）

（土）

13 ～ 18 時

12:30 ～ 21:00

男ダブ、 女ダブ、 混合ダブルスなんでも
OKのダブルス大会♪優勝ペアには
春っぽい ( ？ ) お菓子をプレゼント (*^^)v
ご参加の皆様に試食品をご用意致します♪

29 肉パデ日
（土）

11 ～ 16 時

ご参加の皆様でお肉を焼いて食べながら、
わいわいパデル♪BBQのみのご参加も OK♪

30 2023 年 G.W パデル日
（日）

9 ～ 14 時 第①部 ￥2,023
￥2,023 ￥430

※第①部
ご参加の方は

14 ～ 19 時 第②部
2023 年初開催の初打ちイベントがゴールデン
ウィーク仕様で再登場！今回は二部制ですが
最初から最後までやりたい方はお得なプランも

1日 土 Bullpadel杯 13：00～17：00 フリー

2日 日
レベル別単発レッスン

【初心】
16：40～18：00 初心～

4日 火
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
19：00～20：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

5日 水
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
17：00～18：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

7日 金 ”レマテ”教習 15：40～17：00 初心～

8日 土
レベル別単発レッスン

【初級】
16：40～18：00 初級～

9日 日
SAKURA PADEL

～春のダブルス大会～
13：00～18：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

11日 火
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
19：00～20：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

12日 水
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
17：00～18：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

14日 金 ”ボレア”教習 15：40～17：00 初心～

15日 土
Japan Padel Tour
女子チャレンジ

12：30～21：00

16日 日 親子DEパデル 13：00～15：00 親子

18日 火
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
19：00～20：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

19日 水
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
17：00～18：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

21日 金 ”ドブレオープン”教習 15：40～17：00 初級～

22日 土
中級以上対象チーム対抗

団体戦
13：00～18：00 中級～

23日 日
スクール生対象パデル交

流会
13：00～16：00 スクール生

25日 火
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
19：00～20：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

26日 水
もちラリー～倉持コーチ

とラリー～
17：00～18：00

ゲームのやり
方が分かる

方～

28日 金 ”ドブレクローズ”教習 15：40～17：00 初級～

29日 土 肉パデ 11：00～16：00 フリー

30日 日 2023年G.Ｗパデル 09:00～19:00 フリー

～ BBQ＆パデル～

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日
土 日 月 火 水 木 金 土 日

09：00
～22：00

09：00
～22：00

09：00
～22：00

09：00
～22：00

09：00
～22：00

09：00
～22：00

09：00
～22：00

09：00
～22：00

09：00
～22：00

土日料金 土日料金 祝日料金 祝日料金 祝日料金 祝日料金 祝日料金 土日料金 土日料金
スクール
休講

スクール
休講

スクール
通常営業

スクール
通常営業

スクール
通常営業

スクール
休講

スクール
通常営業

スクール
通常営業

スクール
通常営業

ゴールデンウィーク営業時間のお知らせ



火曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

毎週 19：00～20：00 もちラリー～倉持コーチとラリー～ ¥1,500
ゲームのやり方
が分かる方～ 倉持

水曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

毎週 17：00～18：00 もちラリー～倉持コーチとラリー～ ¥1,500
ゲームのやり方
が分かる方～ 倉持

金曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

7日 ”レマテ”教習

14日 ”ボレア”教習

21日 ”ドブレオープン”教習

28日 ”ドブレクローズ”教習

土曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

毎週 19：00～21：00 レベルフリー個パデル
￥2,400

先着4名様⇒￥1,000
ゲームのやり方
が分かる方～ スタッフ不在

12：00～13：00 Bullpadel2023モデル試打会 無料

13：00～17：00 Bullpadel杯 ¥4,000

13：30～14：50 ”レボテ”教習

15：00～16：20 ”バンデッハ”教習

16：40～18：00 レベル別単発レッスン【初級】 ¥2,750 初級～

15日 12：30～21：00
Japan Padel Tour
女子チャレンジ

¥4,100

22日 13：00～18：00 中級以上対象チーム対抗団体戦 ¥3,000 中級～

09：00～10：00 もちラリー～ストレートラリー～

10：00～11：00 もちラリー～クロスラリー～

11：00～16：00 肉パデ
￥3,500

肉のみ⇒￥1,500 フリー

日曜日 時間 イベント 料金 対象レベル 担当

13：30～14：50 ”ロブ”教習

15：00～16：20 ”サーブ＆リターン”教習

16：40～18：00 レベル別単発レッスン【初心】 ¥2,750

9日 13：00～18：00
SAKURA PADEL
～春のダブルス大会～

￥3,500
会員様⇒￥3,200

ゲームのやり方
が分かる方～

13：00～15：00 親子DEパデル ¥2,000 親子

15：30～16：30 レベル別単発レッスン【ジュニアC】 ¥1,650 ジュニアC

16：40～18：00 レベル別単発レッスン【ジュニアB】 ¥2,200 ジュニアB

23日 13：00～16：00 スクール生対象パデル交流会
￥3,000

ジュニア⇒￥1,500 スクール生

09：00～14：00 2023年G.Wパデル第一部 ¥2,023

14：00～19：00 2023年G.Wパデル第二部 ￥2,023
第一部も参加⇒￥430

レベル/ス
クールクラス

初心

初級 【アッセンブル大宮】

初中級

中級

中上級

上級

4月イベント一覧

ゲームのやり方
が分かる方～¥1,500

倉持

15：40～17：00
￥2,750

会員様⇒￥2,350
倉持

1日 フリー

29日

初心～

初級～

クロスラリーでもカベを使ってラリーが続けられる方 ホームページはコチラから⇒

パデルのショットが一通り打てる方
https://assemble-omiya.com/

全ショットをマスターしていて試合に挑戦している方

判断目安 イベントのお申し込みは、お電話、メール、LINEメッセージ　に
て承ります。またHPからもお申込み頂けます。

ラリーが続けられる方

ゆっくりのボールであればレボテを含めラリーが出来る方 TEL：048-623-4649

緩急をつけたラリーが続けられる方 MAIL：info@assemble-omiya.com

￥3,150
会員様⇒￥2,750

倉持

初心～

16日

フリー

8日

￥3,150
会員様⇒￥2,750

初心～

2日

30日


