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スティーブン・キャーネル
豊橋市国際交流員

１月にとよはしスポーツアンバサダーに就任された髙田真希選手がFIBA女子バスケットボールワードカップ予選（2月

10～13日）突破を決め、アンバサダー就任後初めての事業として本市の中学生のバスケットボールの競技力向上、夢

や目標を持つ力や挑戦意欲の促進を目的とした「オンラインスクール」に参加されました。詳細については二次元

コードへ！

また2月21日より、コロナ禍で苦労している豊橋の飲食店を応援する事業に取り組んでいます！髙田選手が応募された

市内飲食店を巡って撮影し、YouTubeで様子を発信しています！21日に3軒、25日に３軒を巡りました。動画は「髙田

真希チャンネル」を検索、または以下二次元コードをスキャンしてください！

著者のクイズ

髙田真希選手のとよはしスポーツアンバサダー活動始まる！

今卓球のサーブでは、ボールを打つ前に何センチ上にトスし

ないといけないのでしょうか？

A. 6cm B. 26cm

C. 16cm D. 56cm
クイズの答えと様々な

スポーツ情報はこちら！
facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/

「スポーツのまち」づくり課のSNS

ゴールボール日本代表愛称決定「オリオンJAPAN」

ゴールボール日本代表の愛称を決めるために日本ゴールボール協会が昨年愛称を公募し、全

部で1395通の応募がある中で、「オリオンJAPAN」に決定されました。

当該愛称選定の理由は日本ゴールボール協会から下記の発表がありました。「オリオン座は

どの季節でも夜空で一番探しやすい星座です。オリオン座を探す目安となる真ん中に並んだ

3つの星（オリオンベルト）は、コートで輝く3人の選手を連想させます。オリオン座は7つ

の星で結ばれています。控え選手、監督やコーチといったスタッフ、ご家族、ファンといっ

たさまざまな人たちとつながり、支えられて活動しているゴールボール日本代表を表現して

います。ゴールボール日本代表選手の満場一致で、この愛称に決まりました。」

3月21日から31日にかけて、世界選手権出場権のかかったIBSAゴールボール アジアパシ

フィック選手権が開かれ、男子代表が出場しますので、オリオンJAPANを応援しましょう！

2月5日から7日にかけて、豊橋市総合体育館でノジマTリーグトップおとめピンポンズ名古屋

の3試合が初めて開催されました！5日に九州アスティーダと対戦しました。ダブルスは0対2

で負けてしまいましたが、シングルスで2勝1敗で引き分けとし、ヴィクトリーマッチ（1ゲー

ム勝った選手の勝ち）に勝ち、貴重な勝ち3点を手に入れました。6日の日本ペイントマレッ

ツとの試合と7日の木下アビエル神奈川の試合では全力を尽くして良い試合を披露してくれた

のですが、最終的に負けてしまいました。

豊橋でトップレベルの卓球が見れてとても感動的でした！皆様、トップおとめピンポンズ名

古屋の応援をこれからぜひよろしくお願いします！

Tリーグ卓球 豊橋で開催！

北京で日本代表大活躍！

2月4日から20日にかけて中国北京市で北京2022冬季オリ

ンピック競技大会が行われました。日本代表は全部で18

メダルを獲得し、合計メダル数は6位でした。その中、ス

キージャンプの男子個人ノーマルヒルで小林陵侑選手、

スノーボードの男子ハーフパイプで平野歩夢選手、ス

ピードスケートの女子1000mで髙木美帆選手の3人が金メ

ダルを取りました！

3月4日～13日にかけて、北京2022冬季パラリンピック競

技大会が行われますので、また日本を応援しましょう！

蕎麦匠まつや 大衆焼肉居酒屋とりとん b’lab 牧原製菓

髙田真希チャンネル オンラインスクール詳細

オンラインスクールの参加者と髙田選手



日本語は裏にあります
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Stephen Cannell
Toyohashi CIR

Quiz Corner
In table tennis‚ how high must the ball be thrown before being 

hit on a serve?

A. 6cm B. 26cm

C. 26cm D. 56cm
Find the answers and more here!facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/

Follow Us!

Maki Takada‚ who was designated a “Sports Ambassador” for Toyohashi in January‚ has been working hard both on and 

off the court. Soon after securing a ticket for Japan to the FIBA Women’s World Cup at the qualifier in early February‚ she 

hosted an “Online School” for Toyohashi students‚ in which she talked about basketball‚ following one’s dreams‚ and    

becoming a better competitor. Find out more by scanning the code below (Japanese only.)

Only a week later‚ Takada began her new project to help support local restaurants in Toyohashi. On the 21st and 25th of 

February‚ she toured a number of local restaurants‚ trying their specialty dishes‚ and taking videos of the experiences. She 

will be posting the videos on her personal YouTube channel “Takada Maki Channel” over the coming weeks. Check out 

the videos at the code below!

Maki Takada Working Hard to Support Toyohashi!

Japan Puts on a Strong

Performance in Beijing

The Beijing 2022 Winter Olympics were held from      

February 4th to the 20th. The Japanese Team took home 

18 medals and finished 6th in the total medal count. Japan 

had a total of three gold medals: Ryoyu Kobayashi in men’s 

ski jump‚ Ayumu Hirano in men’s snowboarding halfpipe‚ 

and Miho Takagi in women’s 1000m speed skating.

The Paralympics in Beijing will take place from March 4th 

to the 13th‚ so be sure to tune in and cheer on Japan!

Nojima T.League held three matches at the Toyohashi City Gymnasium from February 5th to 

the 7th. Local team Top Otome Ping Pongs Nagoya faced off against the Kyushu Asteeda‚ the 

Japan Paint Mallets‚ and Kinoshita Abyell Kanagawa. In their match against Kyushu‚ the Ping 

Pongs were down after doubles‚ but rallied in singles and the tie-breaker game to seal their   

victory. In their matches against the Mallets and Abyell‚ the Ping Pongs put on an impressive 

display‚ but unfortunately came up short of a victory.

It was incredible to see top-level table tennis on display in Toyohashi! We hope to continue 

cheering on the Ping Pongs throughout the season !

T.League Table Tennis Comes to Toyohashi!

Soba-sho Matsuya Taishu Yakiniku Izakaya Toriton b’lab Makihara Seika

Takada Maki Channel Online School

Takada together with the 

online school participants

Japan National Goalball Team Dubbed “Orion Japan”

Last year‚ the Japan Goalball Association collected proposals for the name of the national   

goalball team‚ and received over 1‚300 entries. After careful consideration‚ the team has       

officially been named “Orion Japan.”

The Japan Goalball Association had the following to say about the decision: “The Orion    

Constellation is visible throughout all the seasons of the year. The three stars of Orion’s Belt 

represent the three athletes shining on the court. The constellation consists of seven main 

stars‚ which represent the substitute athletes‚ coaching staff‚ family‚ fans‚ and everyone who 

supports the team and makes goalball possible. The team unanimously decided on this name.”

Orion Japan will be battling it out at the IBSA Goalball Asia Pacific Championship from March 

21st to the 31st. Be sure to cheer them on as they fight for a spot in the World Championships!


