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2012 年開催のシンポジウム「スポーツ×地域」で、スポーツを通
した地域の絆づくりなど、地域におけるスポーツクラブの役割につ
いて、塩釜でのご経験をとおして伝えてくださった塩釜ＦＣの小幡
さんの、育成指導の考え方を描いた電子書籍が出版されました。
人口 5 万人の宮城県塩釜市のまちクラブから、どうすれば多くの
Ｊリーガーが輩出されるのか（鹿島の遠藤選手など）、その背景とな
る小幡さんの半生も明らかにされています。
電子書籍なのでスマホでも簡単に読むことができます！
アマゾンで「小幡のメッセージ」を検索してみてください。
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〇Ｔ
Ｔ リーグ開幕
ＴＴ彩たま初勝利！！ （１面）
リーグ
〇第 12 回キッズテニス大会 （２・３面）
〇埼玉県スポーツ鬼ごっこ選手権に今年も参戦 （3 面）

■ 本太中学校７０
本太中学校 ７０周年
７０ 周年
10 月 27 日（土）、南浦和の文化センターにおいて、本太中学校創
立７０周年記念式典が開催されました。生徒達が自ら考え、選んだ
スローガンは“文武両道・誠心誠意”。勉強も部活も頑張る本中生の
想いを表しているそうです。

＜Ｔリーグ
＜Ｔ リーグ発足
リーグ 発足！
発足 ！ ＞

記念アトラクションには、埼玉大学ダンス部による創作ダンスが

Ｔリーグは

披露されました。

１）世界№１の卓球リーグを実現する

＜ＴＴ
＜Ｔ Ｔ 彩 たま

練習場は
練習場 は 見沼区！
見沼区 ！ ＞

Ｔリーグ初年度参加の男子４チームは、東
京、岡山、沖縄、そして埼玉から！ チーム名
は彩の国の一文字を取り入れてＴＴ彩たま！

２）卓球のスポーツビジネス価値を高める

■ Ｔ リーグ

ＴＴ彩
ＴＴ 彩 たま

ホームゲームスケジュール
３）卓球を通じて人生を豊かにする

県内で予定されているホームゲームのスケジュールは、以下のと
おりです。
１１月２０日（火）１９時～ 記念総合体育館
vs 岡山
１１月２１日（水）１９時～
〃
vs 琉球
１２月２２日（土）１９時～ 春日部ウィングハット vs 岡山
１２月２３日（日）１９時～
〃
vs 東京
２月 ９日（土）未定
越谷総合体育館
vs 東京
２月１０日（日）未定
〃
vs 岡山
この他、都内では立川市の立飛アリーナなどでも開催されます。
詳細は、https://tleague.jp/team/tt-saitama/match/ でチェック

ことを理念に掲げ、10 月 24 日にスタートを
切りました。

■配布協力会員募集中
「月刊うらすぽ」を、地域で配布してくださる会員さんを募集しています。数部からでもかまいませ
んので、ご近所のお店や事業所、お友達などにお届けしてくださる方は、事務局にお声かけください。
一人でも多くの地域の方にクラブを知っていただくことで、地域のつながりづくりや健康づくりにお役
に立てるものと思います。 皆さんの力で、地域にもっと役立つクラブに育ててください。
ＮＰＯ法人浦和スポーツクラブ（1991 年設立）

「スポーツ＆健康マガジン

月刊「うらすぽ」

0 歳～92 歳まで、1,000 名を超える会員がサッ
カー、テニス、卓球、フィットネス、バドミント
ン、健康・体力づくりなど多様なプログラムを、
それぞれのニーズにあわせて楽しむ市民クラブ。

は、クラブ会員の他にも浦和区東部を中心に配
布しています。当面は 2000～3000 部を配布
し、地域の皆さんにスポーツと健康の話題をお

Ｔリーグでは、日本卓球協会はもちろん、各
関係団体とともに議論を深めながら、世界トッ
プレベルの競技をできる・観戦できるものか
ら、身近なところで気軽に参加し楽しめるもの
まで、それぞれの競技志向に合った活動の場
と、上を目指せるしくみがシンプルにわかりや
すく整備された状況を、日本卓球界全体で実現
できるように、順次実現に向けて進めていくも
のとしています。
国内男女各４チームずつのリーグ戦方式で、
各チーム６名以上の選手を擁し、そのうち１名
以上は世界ランク 10 位以内の選手との契約が
義務付けられています。
10 月～３月がレギュラーシーズンとなりセン
トラル３戦、ホーム９戦、アウェー９戦の全 22
戦を戦い抜きます！
話題の張本選手や、日本の第一人者水谷選手、
女子では石川佳純選手の他、海外からも世界ラ
ンカーが参加しています。

チームスローガンは

世界一の選手を育てます
埼玉から世界に発信し、埼玉を国際ブランドに
します
あらゆる世代に歓びと健康を提供します

そして、なんと練習場は、地域スポーツクラ
ブの仲間である「さいたまスポーツクラブ」の
クラブハウス「アスモ」
（見沼区役所となりの
堀崎公園内に設置）
所属選手は、2017 年 世界選手権ドイツ大
会複合ダブルス優勝の吉村選手や岸川選手と
いった国内ランカーに加えて、世界ランク９
位の黄鎮廷（ウォン・チュンティン/香港出
身）など海外の有力選手も所属！
開幕戦はＫＭ東京に敗れたものの、27 日に
行われた第２節では岡山リベッツに、28 日の
第３節では琉球アスティ―ダに２連勝！
来年 2 月の最終節まで期待が膨らみます！

届けしていきます。
星空スポーツ広場など気軽に参
加できる場や、部活動のサポート
を行うとともに、浦和東部地区元
気アップネットワークに参画し、
スポーツや運動の視点から住民の
健康づくりやつながりづくりに取
組んでいます。

卓球界がどんどん盛り上がっていくといいで
すね！
クラブハウス移転先探してます！
今の大家さんのご配慮にも感謝しております
が、やあり１階がないと地域のシニア世代が参
加しづらい。。。。実家が空いてしまったよ。。。
なんてお話しも相談させてください！！

女子４チーム
木下アビエル神奈川（石川佳純選手所属）
ＴＯＰ名古屋、日本生命レッドエルフ（平野美宇
選手所属）、日本ペイントマレッツ

左：卓之新球座衛門（たまちゃん）
右：パンアモーレモーエパンデゾーロ（パンちゃん）

《 報告 》

■ １０月
１０ 月 １３日
１３ 日

キッズテニス in Saitama（
Saitama（ 第 １２回
１２ 回 ）

こちら も毎 年恒 例に な った
ウィンザーラ ケットシ ョップ
（大宮）のコ ーチ陣に よるテ
ニス教室。
幼稚園 生と 小学 校低 学 年が
対象です。
ラケットを使うだけでな
く、バランス 感覚やリ ズム感
を養う練習を 、楽しみ ながら
できるように 、コーチ が子ど
も達を盛り上げます。
子ども達は笑顔笑顔・・・・・
の中で、たっ ぷり体を 動かし
ながら、ボー ルにも親 しんで
いました！

◆上：３～６年生の大会参加者◆

第 12 回キッズテニス大会
in Saitama を、10/13（土）
に駒場体育館で開催しまし
た。
大会の部 122 名、教室の部
40 名がエントリーし、多くの
熱戦が繰り広げられました

◆下：各クラス男女の入賞者◆

■ スポーツ鬼
スポーツ 鬼 ごっこ

◆上：１～２年生の大会参加者◆

第 ２ 回埼玉県選手権

10 月 13 日に全国大会をかけた埼玉県選手権が、大
宮体育館で開催され、浦スポからは、今年度もＵ９、
Ｕ12 の２チームが参加しました。
結果は、両チームとも３位で全国大会出場はおしく
もかないませんでした。
それぞれのチームキャプテンの感想を紹介します。
◆ Ｕ－９
Ｕ－ ９ （小３

山根啓太）

初めてリーダーになった時、みんなが納得のいくよ
うな指示を出さないといけなかったし、試合でも自
分が中心になって動くのが難しかったです。
今年は、3 位だったけど来年はＵ１２で活躍して 1
位か 2 位をとりたいです。
◆ Ｕ － １２（小
5
１２

山﨑智也）

遠く熊谷の久下小からも多
くの選手が参加してください
ました。

チームに足りなかったことは、効果的な戦略が少な
かった所です。戦略をもっと増やして得点につなげ
たいと思いました。

そして、今年もこの大会の
開催を可能としたのは 50 名
にもなるスタッフの皆さんの
力があってこそです。

他のチームとも戦ったことで、チームの団結力が深
められたのは、よかったです。指導してくださった、
千葉コーチ、あいコーチ、ひろコーチ、ありがとう
ございます。これからもみんなでがんばります。

クラブのプログラムに参加
したことがきっかけで大会ス
タッフになられた方も出てく
るなど、良い循環が生まれて
います。

スポーツ鬼ごっこは、金曜日 18 時から駒場体育館
で活動しています。
メンバー募集中です！
◆上：大会を支えるスタッフの皆さん◆

ぜひ体験に来てください。

