
共催：公益財団法人和光市文化振興公社

ノジマTリーグ 2021-2022SEASON

和光市民文化センターサンアゼリア
VS琉球アスティーダ

昨季から新たに加入し、いきなりTリーグのベストペア賞という個人タイトル
を取得した#22篠塚大登・#77曽根翔。
お互い愛工大名電高校出身で弱冠18歳と19歳という1学年違いである。
「冷男」とも呼ばれるくらい冷静で随所に天才的なプレーを魅せる篠塚と、
一方でガッツあるプレーでパワー型、「快速ブルドーザー」の異名をとる曽根。
両者対照的な2人だが、ダブルスでは化学反応を起こし、相手を圧倒する。
今季は両者ダブルスだけでなくシングルスでも活躍が目出っている。
次世代エースとして両者さらなる飛躍を見せて、フレッシュな力で悲願の
初優勝に今後も存分に貢献してもらいたい。



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
①13:58ごろ(試合開始2分前)

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

プレー中の写真、動画
撮影は、一切禁止です

※公開練習・試合前練習
タオルタイム・タイムアウト時は可

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

解体工事

住宅設備（リフォーム）土木工事

★原則として、デュースなし。
(11点を先取した選手、またはペアがそのゲームの
勝ち)
※ただし、各マッチの最終ゲーム(ダブルスは3
ゲーム目、シングルスは5ゲーム目)、及びビクト
リーマッチは、デュースありで11点以降も2点差
がつくまで争われる。

★１チームマッチには４名以上出場しなければな
らない。１人の選手は最大2マッチまで出場できる

★第1マッチ～第4マッチの最終ゲームは6-6からス
タート。

★各マッチで両チーム1回ずつ60秒のタイムアウ
トが認められる。

★全チームマッチは必ず第4マッチまで実施。（第
3チームマッチの時点で3-0であっても第4マッチを
必ず実施する）。
４－０勝利…勝ち点「４」
３－１勝利・３－２勝利…勝ち点「３」
２－３負け…勝ち点「１」
１－３・０－４負け…勝ち点「０」

7人のメンバーになり前回の和光
開催とは一味違ったダンスをご覧
ください。懐かしいあの洋楽を新
曲に加えパフォーマンス披露⁉

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

会場内での食事は
軽食含め禁止です。
飲み物は蓋つきの物
のみ飲用可能です。

https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/M0EyMzJQNDNN/1?lang=jp
https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/M0EyMzJQNDNN/1?lang=jp
https://twitter.com/TTspinners?s=20


https://lin
.ee/

BGBs0Cd

#１上田 仁
京都府
右シェークドライブ型
お笑い芸人全般

#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

#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

#11 ｲﾑ ｼﾞｮﾝﾌﾝ
韓国
左シェークドライブ型

#15 神 巧也
青森県
右シェークドライブ
Mr.Children
ハリウッドザコシショウ

#19 英田 理志
鳥取県
右シェークカット型
なかやまきんに君

#22 篠塚 大登
愛知県
左シェークドライブ型
BLACK PINK

#28 丹羽 孝希
北海道
左シェークドライブ型
堀北真希

#37 松平 健太
石川県
右シェークドライブ型
嵐・GReeeeN

#50 五十嵐 史弥
山形県
右シェークドライブ型
松本人志

#77 曽根 翔
兵庫県
右シェークドライブ型
Official髭男dism

#1 吉村 真晴

#2 有延 大夢

#6 髙見 真己

#7 村松 雄斗

#8 宇田 幸矢

#10 木造 勇人

#18 宮川 昌大

#23 黄 鎮廷

#33 平野 友樹

#51  濵田 一輝

#69 戸上 隼輔

#77  松山 祐季

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/回答

Q:好きな芸能人は？

開催日 場所 結果 相手 開催日 場所 結果 相手

9/11 東京/大田区 ― △ 2-3 岡山 2/5 福岡/北九州市 AWAY × 1-3 琉球

9/22 埼玉/和光市 HOME △ 2-3 KM東京 2/10 埼玉/和光市 HOME × 1-3 琉球

9/23 埼玉/和光市 HOME 〇 3-1 岡山 2/11 埼玉/和光市 HOME 〇 3-1 KM東京

9/26 岡山/岡山市 AWAY 〇 3-1 岡山 2/12 埼玉/和光市 HOME 琉球

10/16 福岡/久留米市 AWAY × 1-3 琉球 2/13 東京/立川市 AWAY KM東京

10/23 静岡/袋井市 AWAY △ 2-3 KM東京 2/19 兵庫/神戸市 ― KM東京

10/24 静岡/袋井市 AWAY × 1-3 KM東京 2/22 大阪/東大阪市 ― 琉球

12/20 沖縄/沖縄市 AWAY ◎ 4-0 琉球 2/23 岡山/岡山市 AWAY 岡山

12/25 栃木/宇都宮市 HOME 〇 3-2 KM東京 2/26 埼玉/朝霞市 HOME 琉球

12/26 栃木/宇都宮市 HOME 〇 3-2 岡山 2/27 埼玉/朝霞市 HOME 岡山

1/8 岡山/倉敷市 AWAY △ 2-3 岡山 3/3 東京/立川市 ―

現在【第3位】<勝ち点23・6勝8敗>

FINAL

◎→勝ち点＋4(4-0勝利) 〇→勝ち点＋3(3-2,3-1勝利) △→勝ち点＋1(2－3敗戦) ×→勝ち点0(1-3,0-4敗戦)

T.T彩たま　21-22SEASON　SCHEDULE

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=10019&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10059&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=10076&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10054&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10083&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10033&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10092&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10011&year=2021
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10084&year=2021


STATS

現在3位
14試合6勝8敗

勝ち点23
vs 1勝3敗

現在4位
16試合6勝10敗

勝ち点23
vs 3勝1敗

KEY PLAYER
快速ブルドーザー

#77 曽根 翔

【前回対戦振り返り】

現在4連勝中

【今季成績】 試合数 勝率 勝 負

上田 仁
シングルス 4 50.0% 2 2

ダブルス 8 12.5% 1 7

神 巧也
シングルス 出場無し

ダブルス 1 100.0% 1 0

英田 理志
シングルス 9 55.6% 5 4

ダブルス 出場無し

篠塚 大登
シングルス 2 50.0% 1 1

ダブルス 6 50.0% 3 3

丹羽 孝希
シングルス 14 42.9% 6 8

ダブルス 3 33.3% 1 2

松平 健太
シングルス 12 50.0% 6 6

ダブルス 4 50.0% 2 2

曽根 翔
シングルス 7 85.7% 6 1

ダブルス 6 33.3% 2 4

※五十嵐・ﾓｰﾚｺﾞｰﾄﾞ･ｲﾑ･ﾋﾟｯﾁﾌｫｰﾄﾞは出場無し

T.T彩たま 1-3 琉球

篠塚・曽根 1-2 有延・宇田

上田 仁 3-1 濵田 一輝

松平 健太 0-3 宇田 幸矢

丹羽 孝希 1-3 吉村 真晴

2/10 和光市文化センターサンアゼリア

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

視聴するVOL.3

【プロフィール】2002年12月1日生まれ(19歳)/愛知工業大1年
兄がきっかけで卓球を始めた。自分にとって卓球とは一番全力になれる
ものと答える。7が好きで背番号『77』を選んだ。
スピードと威力のあるバックハンドが特徴的。特にチキータは日本でも
トップ３に入ると坂本監督が太鼓判を押す。2020-2021シーズンでは篠塚
選手とベストペア賞を受賞。パートナーの篠塚選手は自分も隣にいてす
ごって声が出ちゃうぐらい本当にすごいチキータをすると話している。

昨日のKM東京戦で、ダブルスで勝利すると、シ
ングルスでも張本を下し今季チームトップの個
人8勝目＆今季3度目の「1試合2点取り」達成！
勝利試合は4戦連続でヒーローインタビューを
受ける活躍ぶり。曽根の爆発力に今日も期待！

10日から13日まで続く勝負の4連戦の初戦に
組まれたこのゲームは痛恨の敗戦でスタート。
昨季Tリーグベストペアの篠塚・曽根のダブ
ルスで万全を期したが、紙一重の差で敗戦。
第2マッチで上田が久々の勝利をあげるも、
琉球の勢いを止めることはできなかった。

https://youtu.be/6on-K6LRhfs
https://youtu.be/6on-K6LRhfs
https://youtu.be/6on-K6LRhfs


次回ホームマッチ
2/26(土)・27(日)

朝霞市総合体育館(和光市から1駅!)

上位2チームが進出できるプレーオフファイ
ナル争いは終盤になり大混戦。
KM東京が頭1つ抜けており、彩たま・岡山・
琉球がファイナル圏内の2位の座を争う構図
にはなっているが、KM東京もファイナル進
出は確定していない。また、琉球は絶体絶命
の状況から4連勝中と勢いに乗る。
ファイナル争い、まだまだ全く分からない。

順位 チーム 勝ち点 勝敗 残り試合

1 木下マイスター東京 39 12勝4敗 5

2 岡山リベッツ 25 7勝9敗 5

3 T.T彩たま 23 6勝8敗 7

4 琉球アスティーダ 23 6勝10敗 5

順位表(2/11終了時)…上位2チームがファイナル進出

2022.2.10 琉球アスティーダ戦 終了後

選手の裏側
ロッカールームでは曽根選手とスイーツを沢山頬張っ
たり、髪型を少し変えました！など試合とは違った無
邪気な一面もある。
一方の曽根選手は『どうしてあんなに思いきりいける
のか？』上田選手の問いに、『あきらめています。賭
けみたいなものです。』と笑いながら答えていた。坂
本監督は『曽根のまちはほぼ外れない。勘が本当にす
ごい。フォア側に入ってそこから思いきりチキータで
いける。逆をつかれるのをあまり見たことがない。』
と太鼓判を押す。
若手選手の爆発力に今後も注目したい。

上田仁選手試合後コメント
全日本選手権で苦戦した濵田選手との再戦でかなり警戒
して、対策をしていました。スコア以上に苦しい試合で
したが、最後勝ち切れてよかったです。大事なところで
バックサーブが効いていたのが、最後勝ちにつながった
と思います。
濵田選手はサーブが非常に上手いです。長いサーブか短
いサーブ非常にわかりづらく、迷いが出てうまく返球が
出来ませんでした。
ファイナル進出に向けて負けられない戦いが続きますが、
必死でやる気持ちで負けないようにやるだけです。足元
の悪い中、沢山の方が応援に来て下さって感謝していま
す。なんとか期待に応えたいです。

https://tleague.jp/team/tt-saitama/20220226-20220227/


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
ウェディングプラン 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 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 中央税務会計事務所

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/

