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共催：公益財団法人市宇都宮市スポーツ振興財団

ノジマTリーグ 2021-2022SEASON

ブレックスアリーナ宇都宮
VS岡山リベッツ



https://lin
.ee/

BGBs0Cd

#１上田 仁
京都府
右シェークドライブ型
１から頑張ろうという
意味で

#7 ﾄﾙﾙｽ ﾓｰﾚｺﾞｰﾄﾞ
スウェーデン
右シェークドライブ型
未回答

#10 ﾘｱﾑ ﾋﾟｯﾁﾌｫｰﾄﾞ
イングランド
右シェークドライブ型
未回答

#11 ｲﾑ ｼﾞｮﾝﾌﾝ
韓国
左シェークドライブ型
未回答

#15 神 巧也
青森県
右シェークドライブ型
Mr.Childrenの
『CENTER OF NIVERSE』
の歌詞から

#19 英田 理志
鳥取県
右シェークカット型
誕生日が19日だから、
上原浩治さん(野球)の
ファンだから

#22 篠塚 大登
愛知県
左シェークドライブ型
22:22テレビとかでゾ
ロ目を見たらおっ！て
思うので

#28 丹羽 孝希
北海道
左シェークドライブ型
丹羽の28

#37 松平 健太
石川県
右シェークドライブ型
お世話になっている方
のラッキーナンバー

#50 五十嵐 史弥
山形県
右シェークドライブ型
ある外国人の指導者が僕
の苗字を見てゴジュウと
呼んであだ名の一つに
なっているから

#77 曽根 翔
兵庫県
右シェークドライブ型
７が好きだったから

#3 吉村 和弘

#7 柏 竹琉

#9 ﾊｵ ｼｭｱｲ

#14 大矢 英俊

#16 吉山 僚一

#20 田添 響

#31 龍崎 東寅

#34 谷垣 佑真

#45 森薗 政崇

#94 町 飛鳥

各選手の写真をクリックすると詳細がご覧になれます。
出身地/戦型/背番号の由来

閲覧&購入
無料でご覧いただけけます
Ｌサイズ １枚３００円～
写真の右上にチームロゴが入ります

https://tleague.jp/team/tt-saitama/fanclub/
https://lin.ee/BGBs0Cd
https://lin.ee/BGBs0Cd
https://lin.ee/BGBs0Cd
https://lin.ee/BGBs0Cd
https://twitter.com/ttsaitama_jp
https://www.instagram.com/ttsaitama_official/
https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10083&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10011&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10019&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10054&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10084&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10033&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10059&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10076&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10058&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10053&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10092&year=2021
https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/VEcyMjNNMkpX/1?lang=jp
https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/VEcyMjNNMkpX/1?lang=jp
https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/VEcyMjNNMkpX/1?lang=jp


今回のホームマッチより
新たに3名加入したT.T Spinners
新体制になって初のお披露目です！
ぜひお楽しみください♪

T.T彩たま公式ダンスチーム

T.T Spinners
パフォーマンス

出演時間 ①１２月2６日（日）1７:56ごろ
②ハーフタイム (第2マッチ終了後)

観戦マナー

会場内ではマスクの
着用をお願いします

手指の消毒に
ご協力ください

37.5℃以上の発熱が
ある場合はご入場
できません

大声を出しての応援
ハイタッチ等は禁止
です

飲食はご自身の席
のみ可
（マスク飲食のご協力
をお願い致します)

プレー中の写真、動画
撮影は、一切禁止です

T.TSAITAMA
REAL STORY

視聴する

普段見ることができないチームの裏側にカメラが迫ったドキュメンタリー

※公開練習・試合前練習
タオルタイム・タイムアウト時は可

宇都宮みんみん
×
香蘭

タンタハウス

宇都宮餃子の人気店である
“宇都宮みんみん”と“香蘭”の
餃子を３個ずつ盛り合わせた

Tリーグ宇都宮開催
スペシャルメニュー

新鮮な卵の卵黄だけを使った
贅沢なプリンを販売

渡清

※飲食スペースはございません。飲食はご自身の席でお願い致します

・餃子(6個入り)

・焼餃子
・焼そば
・生ビール

メンバー紹介
みなみ
Rokutan
Ayu
まり。
KANa*
Chiaki
Kiyu

写真上段左より時計回り

公式Twitter
アカウント

・タンタプリン
・コーヒー

•とちぎ和牛串
•那須豚のベーコン串
•豚串
•自家製フランク etc

ぜひご賞味ください。
※ハンバーガー,フライドポテトetc

他のメニューもご用意しております。

刈部養鶏場

食肉のプロが提供する
自慢のお肉

地元とちぎの味

地域に根ざし、
人々の生活する街を、
未来を創造する

解体工事

住宅設備（リフォーム）土木工事

卓球で埼玉を元気に！

T.T彩たまを応援しています！

https://youtu.be/VjWwpAFYNyY
https://twitter.com/TTspinners?s=20
https://youtu.be/VjWwpAFYNyY


トップパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

ブロンズパートナー

金融機関パートナー
エリアパートナー メディアパートナー

子育て支援パートナー

個人サポーター

アイル・コーポレーション株式会社 株式会社アクセス 杉戸クリニック 株式会社ティーエヌホーム
有限会社サン工業 株式会社加藤商事 関東建設マネジメント株式会社 有限会社篠田石材工業 株式会社デジタルベリー
株式会社ウサミ あいおい保険ワールド株式会社 有限会社石川工業 株式会社佐伯紙工所 TTC浦和 ワクワク株式会社

泰誠会医療法人永井マザーズホスピタル 株式会社埼玉卓球会館 つきのみや法律事務所 大栄不動産株式会社
ブランチ株式会社 からだ整え処「まつかぜ」 埼玉GY株式会社 あさか卓球 越谷卓球センター 有限会社鶴見興業

株式会社はなまる 株式会社日本リメイク スリージーカンパニー株式会社 岩槻卓球スタジオ 市川公認会計士税理士事務所
マイスカイ交通株式会社 トータルエネルギー株式会社 岡庭建材工業株式会社 株式会社ケインズ 株式会社Mulliner

大宮卓球 koiナビオートサービス 有限会社齋賀設計工務 株式会社松下孝建設 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
篠田重機株式会社 株式会社セイダイ ライク不動産販売株式会社 渡辺パイプ株式会社 株式会社島野工務店

KASUKABE卓球 柳沢コンクリート工業株式会社 株式会社大和不動産 東武商事株式会社 FRPConsultant株式会社
株式会社オーシャンラヴォ サイエンスホーム東日本 あいえいプラン株式会社 ウォータースタンド株式会社

森紙器株式会社 株式会社アルナ 株式会社盛運 株式会社松永建設 ダンロップタイヤ株式会社 加須工業会 すし久
五大工業株式会社 岩槻工業団地事業協同組合 株式会社大実興業 木村髙昭税理士事務所 株式会社志村企業サービス
青木農園 有限会社五十嵐商事 HRマネージメント株式会社 浦和税理士法人会 株式会社シンワクリエイティブ

オンライン募金システムBokinchan 青木建材工業株式会社 あかね工房 イルマソフト株式会社

トップパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

ブロンズパートナー

企業パートナー 金融機関パートナー

エリアパートナー メディアパートナー 子育て支援パートナー

企業サポーター

個人サポーター

オフィシャルトレーナー

梅谷 知彦 中園 康弘 田口 幸隆 浦和美園.net

ジュニアサポーター

https://www.sugakougyou.com/

