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共催：公益財団法人朝霞市文化・スポーツ振興公社

ノジマTリーグ 2021-2022SEASON

朝霞市立総合体育館
VS岡山リベッツ

今シーズンも本日の試合をもちましてレギュラーシーズン最
終戦、そしてホーム最終戦となります。
1シーズンを通して、たくさんの温かいご支援をありがとう
ございました。昨シーズンに続き、コロナ禍という特殊な状
況で皆様にはご不便をおかけしたことも多々あったかと存じ
ますが、皆様のご支援があったからこそ、乗り越えることが
できたとチーム一同、感謝しております。
来シーズン以降も引き続き変わらぬご支援、そして「爆援」
を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。



T.T彩たま一同より「今季一番印象深かったこと」「御礼のご挨拶」

【今季戦績】

シングルス

2勝3敗
ダブルス

2勝8敗

【今季戦績】

シングルス

出場なし
ダブルス

1勝0敗

【今季戦績】

シングルス

5勝5敗
ダブルス

出場なし

【今季戦績】

シングルス

2勝3敗
ダブルス

5勝4敗

【今季戦績】

シングルス

10勝10敗
ダブルス

1勝3敗

【今季戦績】

シングルス

6勝7敗
ダブルス

3勝4敗

#1 上田 仁
京都府出身/1991年12月10日(30歳)/171cm
青森山田高→青森大/右シェークドライブ型
重要なダブルスでの起用が多いなか、様々なペアリングで挑むも勝ち星を
つけられず、個人としては6連敗の中で迎えた12月アウェイでの琉球戦。そ
こで苦しみながらも松平健太と組んだダブルスで初勝利を挙げられたこと。
喜びと安堵両方が混ざり合い自然と笑みがこぼれました。チームも今シー
ズン初の4-0で勝利した事が印象深かったです。個人的には30歳を迎え、第2
子が誕生し、そしてT.T彩たまへ移籍と変化の多いシーズンだったなと思い
ます。選手みんなと普段から練習をしているからこそ感じ取ることが出来
る雰囲気というものがあり、長年卓球をしておりますがとても新鮮な気持
ちでした。爆援サポーターの皆様にも感謝申し上げます。

#15 神 巧也
青森県出身/1993年3月2日(28歳)/168cm
青森山田高→明治大/右シェークドライブ型
試合出場が少ないシーズンではありましたが、応援は全力を
尽くしています。
また、本来控えの選手が出場する選手の練習相手をするのです
が、皆が気を使って僕が常にベンチにいて応援できるように、
代わりに練習相手を務めてくれました。
自分一人じゃ何もできない。皆が居てこそなのです。
言わずもがなこのチームメイトと優勝したい！そして応援して
くださる全ての方と一緒に優勝したい！

#19 英田 理志
鳥取県出身/1993年3月19日(28歳)/162cm
島田商業高→朝日大/右シェークカット型
今シーズンも多くのスポンサーの皆様、サポーターの皆様に支えら
れTリーグという舞台でプレーできましたことに感謝申し上げます。
自分自身、1月の全日本選手権後に新型コロナウイルスに感染して
しまい、隔離期間中、試合をテレビで応援することになりました。
自宅隔離期間を経て、卓球ができること、会場でファンの皆様から
応援していただけることなど改めて本当にありがたいことだと感じ
ました。
今後も感謝の気持ちを忘れず、観てくださる方々の心を動かせるよ
うなプレーが出来るよう精進して参ります。
今後ともT.T彩たまと英田理志を宜しくお願い致します。

#22 篠塚 大登
愛知県出身/2003年12月23日(18歳)/165cm
愛工大名電高(在学)/左シェークドライブ型
今シーズン、ホームマッチに足を運んでくださりあ
りがとうございます！
特に印象に残っていることは劇場でのホーム戦です。
初めて劇場で試合させていただき、横からの応援は
ものすごく見られている感があって共に応援してい
ただいてるのがとても伝わり心強かったです！
残り試合、選手・応援団一丸となって戦いましょ
う！

#28 丹羽 孝希
北海道出身/1994年10月10日(27歳)/162cm
青森山田高→明治大/左シェークドライブ型
今シーズンも爆援ありがとうございました。
彩たまは専用の練習場があり選手としてすごく助かりますし、
みんなとずっと一緒に練習してきたのでチームワークもよく、
このチームでファイナルに進出し優勝したいとゆう気持ちが強
くなりました。最後の2戦を彩たまのホームで戦えるのはすごく
心強いです。皆さんと一緒に喜べるよう精一杯のプレーをする
ので爆援の程よろしくお願いします。

#37 松平 健太
石川県出身/1991年4月11日(30歳)/169cm
青森山田高→早稲田大/右シェークドライブ型
今シーズンも印象に残ったことはたくさんありますが、その中で
も特に印象に残っているのが中高時代の同期の上田、長年ダブル
スを組んでいた丹羽とまたダブルスを組めて勝利したことです。
昨シーズンまでこの2人とまさか組めるとは想像もしていなかっ
たので、嬉しかったです！
今日のシーズン最終戦ももしかしたら組んでいるかもしれないの
で楽しみにしていてください！



#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

コロナ禍もあり、今季チーム合流が叶わなかった外国人３選手。
You are also T.Tsaitama family! Thank you!

#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

【今季戦績】

出場なし

【今季戦績】

シングルス

11勝4敗
ダブルス

4勝5敗

#50 五十嵐 史弥
山形県出身/1999年9月9日(22歳)/182cm
遊学館高→早稲田大/右シェークドライブ型
この度は、今シーズン最後のホームマッチに足を運んでくださ
り、誠にありがとうございます。
私は、優勝に向けて、試合に出る出ない関係なく自分の役割を
果たすという気持ちで日々励んでいます。2月に入ってからは
曽根と篠塚が埼玉に来て、練習や食事を共にしてすごく充実し
ています。
ホームマッチではたくさん動いて声を出してチームに勢いをつ
ける試合をするので是非観ていただきたいです。
皆さんの爆援が必ず選手の力になるので最高に盛り上げましょ
う！

#77 曽根 翔
兵庫県出身/2002年12月1日(19歳)/177cm
愛工大名電高→愛工大(在学中)/右シェークドライブ型
今日はホーム最終戦に来てくださりありがとうございます。
今シーズン1番印象にあるのは4戦目(昨年9/26)の岡山武道館
でのことです。
自分は試合には出ずにベンチとして動いていた時に岸川さん
と話をしていて、ラケットが合ってないんじゃないかと言う
ふうに言われたので岸川さんが持っているラケットお借りし
て練習したらとても良く調子も良くなり試合で勝てるように
なりました。自分が今シーズン調子がいいきっかけはあそこ
だったなと今強く思っています。

コーチ：岸川聖也
福岡県出身/1987年5月21日(34歳)
今シーズンもT.T彩たまの応援ありがとうございます。
僕自身彩たまに入って4シーズン目になりますが、毎年色んな選手が活
躍してくれて凄く楽しいです。
特に今年は経験豊富な選手達と、勢いのある若い選手のバランスが良く
いいチームになっているなと凄く感じます。
プライベートとしては息子が2歳になったので、いつ卓球を始めるか悩
んでる時期ではあります。
父の世界卓球代表やオリンピック代表にはなかなかなれないと思うの
で！笑

監督：坂本竜介
愛知県出身/1984年11月25日(37歳)
コロナ禍の中4thシーズンも変わらぬご声援、応援いただきありがとう
ございました！東京オリンピックでの選手達の活躍もあり、更に多くの
方々にT.T彩たまというチームを知っていただき楽しんでいただけたシー
ズンになったのではないかと思っております。
T.T彩たまは常日頃から一緒に練習をし、苦楽を共にしてきました。その
苦楽が実るよう優勝する姿をお見せし皆様と喜びを分かち合いたいと思
います。
朝霞での最終ホーム戦でありレギュラーシーズンの大一番！
皆様ぜひ楽しんでいってください。

https://tleague.jp/player/detail.php?player=10059&year=2021


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

会場内での食事は軽
食含め禁止です。
水分補給につきまして
は問題ございません。

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」

今シーズン最後となる
T.T Spinnersのかっこかわいい
パフォーマンスを見届けて下さい！

本日試合終了後
シーズン最終戦セレモニー開催！

※2020-2021シーズン撮影

選手・監督・コーチからのコメント等
試合終了後もお楽しみ頂ける

セレモニーとなっております。
是非最後までお楽しみ下さい。

https://twitter.com/TTspinners?s=20


STATS

2位確定
20試合9勝11敗

勝ち点33
vs 4勝2敗

現在4位
20試合8勝12敗

勝ち点28
vs 2勝4敗

KEY PLAYER
快速ブルドーザー

#77 曽根 翔

【前回対戦(vs岡山戦)振り返り】

視聴する

【プレースタイル】
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。
そのパワフルなプレースタイルから「快速ブルドーザー」の異名をとる。

今季チームトップの個人15勝をあげ、今季5度の「1試
合2点取り」を達成するなど、まさに大車輪の活躍を
あげ、T.T彩たまのエースと言っても過言ではない。
丹羽選手が「曽根に繋げば勝ってくれる」とインタ
ビューで答えるほど、チームでも絶対的な存在である。
ホーム最終戦となる今日も暴れまくってもらいたい。

ファイナル争いの天王山となった先日の岡山戦。
第1マッチの両者好成績を収めるダブルスで、
篠塚・曽根ペアが1ゲーム目を落とすも挽回し、
逆転で第1マッチ勝利をあげる。第2マッチを落
とすも、第3・4マッチで両者好調の丹羽・曽根
がしっかり勝利を掴み取り、ファイナル進出へ
非常に大きな1勝となった。

#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

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

上位2チームが進出できる3/3のプレーオフ・
ファイナル争いはKM東京とT.T彩たまが進出
を決めた。終盤戦は彩たま・琉球・岡山で
ファイナル進出圏内2位を争う大混戦が続い
ていたが、昨日で終止符が打たれた。
レギュラーシーズン最終戦となる本日の試合。
順位は確定しているということで消化試合と
もいえる状況だが、この4日後にはファイナ
ルが控えていること、そして何よりホーム最
終戦である。是が非でも勝って終わりたい。

T.T彩たま 3-1 岡山

篠塚・曽根 2-1 吉村・森薗

松平 健太 0-3 ハオ シュアイ

丹羽 孝希 3-0 森薗 政崇

曽根 翔 3-1 谷垣 佑真

2/23 岡山イオンモール(AWAY)

☆試合前のルーティーン⇒音楽を聴くこと

順位 チーム 勝ち点 勝敗 残試合

1☆ 木下マイスター東京 49 15勝5敗 1

2☆ T.T彩たま 33 9勝11敗 1

3 琉球アスティーダ 29 8勝12敗 1

4 岡山リベッツ 28 8勝12敗 1

順位表(2/26終了時)…上位2チームがファイナル進出

☆→ファイナル進出確定＆順位確定

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


https://lin
.ee/

BGBs0Cd

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

お得な特典
いっぱい！

ノジマTリーグ2022-2023シーズン

パンたまclub
(T.T彩たまファンクラブ)

3月頃より
来季の会員募集開始予定

詳細は近日公開！(現在調整中)
皆様のご入会を心より

お待ち申し上げております！

新プラン
も誕生！

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 〇 3-1 琉球

10/16 福岡/久留米市 AWAY × 1-3 琉球 2/13 東京/立川市 AWAY 〇 3-2 KM東京

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

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

12/20 沖縄/沖縄市 AWAY ◎ 4-0 琉球 2/23 岡山/岡山市 AWAY 〇 3-1 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 × 1-3 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 AWAY KM東京

レギュラーシーズン【2位】<勝ち点33・9勝11敗>

◎→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

FINAL

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://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/VEcyMjNNMkpX/1?lang=jp
https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/VFAyMzJQUDVH/1?lang=jp


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/


ⒸＴリーグ

4季目で悲願のファイナル進出決定！
そして、掴みに行こう！初の頂点を！
「We are No.1」の瞬間を見逃すな！

プレーオフ・ファイナル【年間王者決定戦】
2022.3/2(木) 17:00開場 18:30試合開始

＠アリーナ立川立飛(東京都)
木下マイスター東京(HOME) vs T.T彩たま(AWAY)

チケットは好評販売中！
チケット購入

https://l-tike.com/st1/tleague-20220303m/sitetop

