
筆者のスティーブンです！いつもご覧いた

だきありがとうございます。私は2019年よ

り豊橋市の国際交流員を務めてきました

が、退任となるため、2020年2月より発行し

てきた「Toyohashi Sports Flash」は今月を

もって終了いたします。毎月豊橋市内のス

ポーツイベントやゆかりのアスリートの活

躍などについて読んでいただきありがとう

ございました。これからも「スポーツのま

ち」づくり課のSNSやHPで最新情報が掲載

されますので、ぜひ以下の二次元コードに

よりフォローをお願いします！

山田選手、ネーションズリーグに出場

7月14日～17日、世界最古のゴルフ場とさ

れているセント・アンドリュースのオール

ド・コースで男子ゴルフ全英オープンが行

われました。オーストラリアのキャメロ

ン・スミス選手が当場英オープンの最小ス

コア記録を樹立して優勝しました。松山英

樹 選 手 も 最 終 日 に67打（-5）の 強 い パ

フォーマンスを披露しました。

5月31日～7月17日、2022年FIVB女子バレーボールネーショ

ンズリーグが行われました。豊橋ゆかりのアスリート、山

田二千華選手が日本代表と出場し、アメリカ、フィリピ

ン、カナダを巡ったグループ戦で8連勝を含めた8勝4敗で決

勝トーナメントに進出しました。準々決勝でブラジルと対

戦し、負けてしまい、7位で終わりました。

女子代表は9月23日に始まるバレーボール女子世界選手に出

場し、9月25日に第1試合でコロンビアと対戦します。応援

していきましょう！

ゴルフ全英オープン

世界陸上競技選手権大会

7月15日～24日、米オレゴン州で世界陸上競技選手権大会が開催されました。日本代表は男子20km競

歩で山西利和選手が金メダル、池田向希選手が銀メダル、女子やり投げで北口榛花選手が銅メダ

ル、最終日の男子35㎞競歩で川野将虎選手が銀メダルを獲得しました。おめでとうございます！

筆者より

ウエスタン・リーグ公式戦開催！

8月28日（日）に、豊橋市民球場でプロ野球ウエスタン・リーグ

公式戦が開催されます！夏休み最後の日曜日、家族や友人との

夏の思い出にぴったりです！プロを間近に見られる貴重な機

会、ぜひ足を運んで熱い声援を送りましょう！当日は豊橋出身

の星野真生選手（中日）、中川拓真選手（オリックス）の活躍

も観られるかもしれませんよ！

詳細は二次元コードをスキャン！

富永選手アジアカップで大活躍

東京2020オリンピック競技大会に出場した富永選手

7月12日～24日、インドネシアでFIBA男子アジアカップが行われま

した。豊橋ゆかりのアスリート、富永啓生選手が日本代表と出場し

ました。グループ戦ではシリア戦で23点、カザフスタン戦で13点を

含めた大活躍をしました。決勝トーナメントに進出し、第1ラウン

ドでフィリピンに勝ち、準々決勝でオーストラリアと対戦しまし

た。そこで富永選手は33得点という壮絶なスコアリングショーを披

露しましたが、85対99で負けてしまい、日本代表のアジア大会の結

果は7位で終わりました。
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東京2020大会出場の山田選手

©長田洋平/アフロスポーツ

English Available on Back 

ゴルフで最も飛ぶ距離が長いクラブを何というでしょうか？

A. ドライバー C. ウォーカー

B. バッター D. ハンマー

筆者クイズ

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！

「スポーツのま

ち」づくり課の

SNSはこちら！

スティーブン・キャーネル

豊橋市国際交流員
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Volleyball Nations League

The Open

World Athletics Championships

From the Author

The Western League Comes to Toyohashi！

On Sunday August 28th, Western League Baseball is 

coming to Toyohashi! It’s the perfect way to spend 

the final week of summer vacation with family and 

friends. See the pros up close, cheer them on, and 

perhaps catch a glimpse of Toyohashi local baseball 

stars Mao Hoshino and Takuma Nakagawa!

Find out more by scanning the code!

FIBA Asia Cup

Tominaga at the Tokyo 2020 Olympic Games (3x3)

©USA TODAY Sports/ロイター/アフロ

Yamada at the Tokyo 2020 Olympic Games

©長田洋平/アフロスポーツ

In golf, what is the club that hits the ball the furthest 

called?

A. Driver C. Walker       

B. Batter D. Hammer

The FIBA Women’s Volleyball Nations League took 

place from May 31st to July 17th. The Japanese team, 

including Nichika Yamada, toured America, The 

Philippines, and Canada, and finished the group 

rounds 8 and 4, with the 8 wins being consecutive. 

Unfortunately, the women’s squad was defeated in 

the quarter finals by Brazil, leaving them with a 7th 

place finish.

The women’s team will appear in the World Champi-

onships in September, with their first game against 

Colombia on  September 25th. Let’s cheer them on!

Quiz Corner

Find the answers and more sports information here!

Follow The 

Sports Division 

on Social Media!

日本語は裏にあります Stephen Cannell

Toyohashi CIR

July 2022

From July 12 - 24, the FIBA Asia Cup took place in In-

donesia. Sakuragaoka High graduate Keisei Tominaga 

played alongside the Japanese squad and put on a show. 

In the group rounds, he scored 23 points in their game 

against Syria, followed by 13 against Kazakhstan. In the 

first round of knock-outs, the Japanese squad defeated the 

Philippines and met Australia in the quarter finals. There,    

Tominaga shot lights-out, with 33 points alongside 5   

rebounds. It was unfortunately not enough though, and 

Japan lost 85-99, leaving them in 7th place for the tourna-

ment.

Stephen here! Thank you to everyone for reading 

Toyohashi Sports Flash every month. I have worked in 

Toyohashi as a CIR (Coordinator for International Re-

lations) since 2019, and will be finishing my stay at 

the end of July. Thus, this month’s edition of Sports 

Flash will unfortunately be the last. I hope that Sports 

Flash has helped you to keep up to date with local 

sports events, the amazing exploits of Toyohashi’s lo-

cal athletes, and our international exchange activities. 

The Sports Division will continue to post the latest in-

formation on social media and the Toyohashi City 

Website, so be sure to check out the QR codes below 

and follow our accounts. Thank you!

The Open Championship of Golf took place from July 

14th to 17th at the oldest and most revered golf course 

in the world, The Old Course at St. Andrews. There, 

Australian Cameron Smith put on an absolutely domi-

nating performance, setting a new scoring record for 

the Open at St. Andrews, and winning with a score of 

20 strokes under par. Hideki Matsuyama also put on a 

stellar show on the final day, shooting a 5-under 67.

The World Athletics Championships were held in Oregon, USA from July 15th to the 24th. 

In the men’s 20km race walk, Toshikazu Yamanishi and Koki Ikeda took gold and silver 

respectively, Haruka Kitaguchi took bronze in the women’s javelin, and Kawano Masatora 

took silver in the 35km race walk, totaling 4 medals for Japan. Congratulations!


