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MATCH DAY PROGRAM

ノジマTリーグ 2022−2023 SEASON

2022.9.23 FRI
13:00 START
浦和駒場体育館

vs岡山リベッツ

ホーム開幕戦

MDP

昨シーズン念願のファイナルに進出したT.T彩たま。
惜しくも木下マイスター東京に1-3で敗れた。
今シーズンから昨シーズンまでコーチを務めていた岸川 聖也が新監督、
上田 仁がキャプテンに就任し、心機一転開幕を迎えた。
高木和 卓が1stシーズンぶりに復帰し、上村 慶哉、渡辺裕介が新た
に加入した。コロナも緩和され、イギリスのリアム・ピッチフォード
の参戦が期待される。
9月10日に行われた開幕戦では、世界ランキング5位のウーゴ・カル
デラノ選手に英田 理志が勝利するなど、木下マイスター東京に0-2の
劣勢から劇的勝利を収めた。幸先の良いスタートを切った。
今シーズンはリーグ初制覇に向けて、爆援ファミリーと共に戦う。



岸川 誠也 上田 仁 高木和 卓 リアム・ピッチフォード 英田 理志

上村 慶哉 渡辺 裕介 松平 健太 五十嵐 史弥 曽根 翔

T.TSAITAMA PLAYER

#1 #3 #10 #19

#24 #25 #37 #50 #77

監督

NEW NEW

NEW

1991/12/10
京都府

1988/09/29
東京都

1993/07/12
イングランド

1993/03/19
鳥取県

1995/07/24
熊本県

1996/05/16
長野県

1991/04/11
石川県

1999/09/09
山形県

2002/12/01
兵庫県

SNS
アイコンをタップすると

公式アカウントに移動します

T.T彩たまオリジナルデザイン
折りたたみクッションの

特典付き

他にも特典は盛りだくさん

8月7日に行われたオンラインファンミーティングの様子
選手とお話できるかも？！

ファンクラブ特典

1987/05/21
福岡県

CAPT

https://tleague.jp/team/tt-saitama/fanclub/
https://lin.ee/BGBs0Cd
https://twitter.com/ttsaitama_jp
https://www.instagram.com/ttsaitama_official/
https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA
https://www.tiktok.com/@t.t_official


一日だけ女の子になれたら
何をしますか？

生まれ変わったら
何になりたいですか？

人生で一回やりたいことは
何ですか？

高木和選手の
意外なところは何ですか？

パンちゃん 自画像

9/10開幕戦

PROFILE
名前：上田 仁（ウエダ ジン）
戦型：右シェークドライブ型

好きな四字熟語は何ですか？

卓球選手以外になりたい
職業は何ですか？

自分のチャームポイント（好きな所）
は何ですか？

出身地のおすすめスポットはどこですか？

卓球以外で自分が自信を持っている
得意なことは何ですか？

タイムトラベルできるなら
過去と未来どっちにいきますか？

PICK UP
PLAYER

TAP HERE

https://t.co/0ncnFrHgcD
https://twitter.com/Ueda1210JIN?s=20&t=rtdO9kP4GyqYi-pQtFrxDg
https://tleague.jp/player/detail.php?player=10019&year=2022


どーも！パーマ大佐です
この度T.T彩たまさんのホーム
マッチのMCに就任しました。
ファーストシーズンから何度も会場に
足を運んで応援しているT.T彩たまさん
ホームマッチのMCをできるという事で
非常に光栄に思っております！会場を
盛り上げられるように頑張りますので、
応援よろしくお願いします。
ぜひ会場でT.T彩たまを一緒に応援しましょう！

TIME SCHEDULE & EVENT

NEW MC

パーマ大佐

T.T Spinners 一緒に盛り上げていきましょう！
よろしくお願いします！

9/23 TIME SCHEDULE

11:15 ファンクラブ会員
（ネイビー・ジュニア）様

先行入場開始

11:40 公式練習（アウェイ公開）

12:00 公式練習（ホーム公開）

13:00 試合開始
ハーフタイム（第二マッチ終了後）
T.Tspinners（パフォーマンス）

12:30 選手とラリーを楽しもう『VS TT』

12:57 T.Tspinnersパフォーマンス

今年もぎょうざの満洲様出店

焼餃子、焼きそば、ビール販売します！
飲食しながら試合をお楽しみください♪

11:05 ファンクラブ会員
（ゴールド・ゴールドプラス）様

先々行入場開始

9/23 サインボールのプレゼント(数量限定)

監督・選手によるお見送り(入場口付近)

感染対策をしっかりと行い、実施いたします。
詳細につきましては当日ご案内させていただきます。

今シーズンより新たに3人加入しました！
チームソング『NO.1』に加え、

ハーフタイムは話題のあの曲を披露します！
パフォーマンスで会場を盛り上げます！
『NO.1』のサビは観客の皆さんと

一緒に踊れる振り付けにしています！
私達と一緒に踊りましょう♪お楽しみに♪

メンバー紹介
後列左から
Ayu・ゆうか・Rokutan
まり。・みなみ
前列左から
KANa *・Kiyu・chisa・akarin

振り付けレクチャー動画↑

T.Tspinners 
Twitter

11:30 一般入場開始

https://twitter.com/ttspinners/status/1571070438327066631?s=21&t=Z3snYRFDxxMJ2VvbME3rqg
https://twitter.com/ttspinners?s=21&t=4ydarPn9w54Xz9AfFBmqZA


観戦注意事項

競技中の動画の撮影は一切禁止です
公式練習や選手入場

T.T Spinnersは撮影OK！
競技中の写真撮影をされる場合は

事前にフラッシュや赤目防止ライト等
光が発さないように事前にご確認ください

素敵なお写真
沢山お待ちしております💖

撮影に関して
公式ルールは→
ここをタップ

◇ 手指の消毒に
ご協力ください

◇ 大声を出しての応援
ハイタッチ等は禁止です

◇ 会場内ではマスクの
着用をお願いします

◇ 37.5℃以上の発熱が
ある場合は

ご入場できません

皆さんの素敵なお写真を
お待ちしています♡

新企画フォトスポット設置しています♪

https://tleague.jp/news/detail.php?id=2100
https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/VDEyOTdXUDMz/1?lang=jp
https://tleague.jp/team/tt-saitama/news/detail.php?id=2119


トップパートナー

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

企個人サポーター

アイル・コーポレーション株式会社 あいおい保険ワールド株式会社 株式会社ウサミ 関東建設マネジメント株式会社
有限会社石川工業 あさか卓球 株式会社デジタルベリー オンライン募金システムBokinchan 株式会社加藤商事

HRマネージメント株式会社 杉戸クリニック 株式会社アクセス 株式会社ティーエヌホーム 株式会社佐伯紙工所
TTC浦和 株式会社埼玉卓球会館 ワクワク株式会社 からだ整え処「まつかぜ」 有限会社サン工業 ブランチ株式会社
有限会社篠田石材工業 つきのみや法律事務所 埼玉GY株式会社 越谷卓球センター 株式会社はなまる くろき矯正歯科
大宮卓球 じゃぱん亭 グランドわおん 有限会社鶴見興業 市川公認会計士税理士事務所 トータルエネルギー株式会社

株式会社ケインズ 株式会社Mulliner 有限会社齋賀設計工務 篠田重機株式会社 有限会社ケーエス設備工業
マイスカイ交通株式会社 Koiナビオートサービス 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 株式会社セイダイホールディングス

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 FRPConsultant株式会社 ウエディングプラン
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 岩槻卓球スタジオ
松永ホールディングス ダンロップタイヤ株式会社 浦和税理士法人 五大工業株式会社 岩槻工業団地事業協同組合 すし久
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 中央税務会計事務所 有限会社五十嵐商事 加須工業会
株式会社シンワクリエイティブ 青木建材工業株式会社 イネーブルスタジオ株式会社 イルマソフト株式会社 青木農園
株式会社セキ薬品 STUDIO SANCTUARY 菅原税理士事務所 株式会社埼玉りそな銀行 税理士法人C&C あかね工房

OFFICIAL PARTNER SUPPORTER

Thank you for always supporting T.Tsaitama

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

田口幸隆 天道カヲル 浦和美園.net

ジュニアサポーター

エデュケーショナルパートナー


