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聖火リレーが57年ぶりに豊橋を駆け抜けました！ 

4月6日に、東京2020オリンピック競技大会の聖火リレーが豊橋で行われました。こ

ども未来館ここにこで出発式をした後、豊橋出身プロフィギュアスケーターの鈴木

明子さんが第1区間を走りました。豊橋は計14人の聖火ランナーが聖火をつないで

ゴールの陸上競技場まで届けました。陸上競技場内の最後の区間は女優の松井玲奈

さんが走りました。東京2020大会の開催まで100日を切り、豊橋ゆかりのアスリー

ト、ドイツ・リトアニアの選手の活躍が楽しみです！ 

ドイツのエラアイデン選手が銅メダルを獲得！ 

ホストタウン相手国ドイツのエラ・アイデン選手が4月に銅メダ

ルを2個獲得しました！4月8日～11日に開催されたヨーロッパ選

手権大会で49㎏級で銅メダルをとり、その1週間後に開催された

スペインオープンでまた銅メダルを手に入れました。アイデン

選手は来月の東京2020大会の出場権がかかった

ヨーロッパ予選大会に出ます。日本に来れるよ

う、精一杯応援しましょう！ 

ドイツテコンドーの選手については公式インス

タグラム：@ger_taekwondoをご覧ください！ 

穂の国・豊橋オンラインハーフマラソンにヴォルフスブルグ市

民も参加！ 

3月14日～27日に「穂の国・豊橋ハーフマラソンハイブリッドイ

ベント」でオンラインハーフマラソンを開催しました。開催期間

内にランナーたちが好きな場所で21.0975kmを走るイベントでし

た。例年豊橋市とパートナーシティであるドイツのヴォルフスブ

ルグ市はランナーの相互派遣を行っています。現在派遣はできて

いませんが、去年のヴォルフスブルグ市オンラインマラソンに豊

橋市民が参加したのに続き、今年はヴォルフスブルグ市のラン

ナーが「穂の国・豊橋オンラインハーフマラソン」に参加しまし

た。また対面で出来る日を楽しみにしています！ 

駅前大通りで路面電車と並走しました 

冬に外でラグビーが出来ないときに選手が練習できるよ

うに次のどのスポーツが開発されたのでしょうか。 

 A. 卓球    B. 室内サッカー  

C. バレーボール  D. バスケットボール 

facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/ 
彦坂圭克選手、日本代表候補選手に選出！ 

豊橋出身ラグビープレイヤーの彦坂圭克選手は「2021年度男子

日本代表候補」（4月12日発表）に選ばれました！日本代表は6

月26日にブリティッシュ＆アイリッシュライオンズとの対戦が

あります。チームメイトでもある兄の彦坂匡克選手もラグビー

セブンズの日本代表の候補に選ばれていますので、最強ラグ

ビー兄弟を精一杯応援しましょう！ 

エラ・アイデン選手 

絵画：@emotenashi 
参加したヴォルフスブルグ市のマラソン選手等 

答えはこちら！ 

または「豊橋CIR」を検索 
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57 Years Later, the Olympic Torch Returns to Toyohashi! 

On April  6th,  the  Tokyo 2020 Olympic Torch Relay  came through       

Toyohashi. The relay began at Kodomo Miraikan Kokoniko. Following the 

opening ceremony, Toyohashi native and professional figure skater, Akiko 

Suzuki, ran the first leg of the relay. A total of 14 runners carried the 

flame to the finishing point at the Toyohashi Track and Field Stadium, 

where actress Rena Matsui ran the final stretch. There are now less than 

100 days left until the opening of the Tokyo 2020 Olympic Games, where 

Toyohashi’s own athletes, as well as our partners in Lithuania and     

Germany will compete for gold! 

Germany’s Ela Aydin Takes Bronze, Twice! 

German’s  Ela  Aydin  took  two  bronze  medals  at 

taekwondo tournaments in April! She won one of them at 

the European Championships held April 8th - 11th, and 

the other at the Spain Open just one week later! She will 

be competing in the European Qualifier for the Tokyo 

Olympics in May, so cheer her on so she can come to    

Japan! 

 

Check out @ger_taekwondo on Instagram 

for updates on the German taekwondo 

team! 

Athletes  from  Wolfsburg  Run  in  the  Honokuni  

Toyohashi Online Half Marathon! 

The online  half  marathon  segment  of  the  “Honokuni    

Toyohashi Half Marathon Hybrid Event” took place from 

March 14th to 27th. Athletes ran 21.0975km in their place 

of  choice  during  the  event  period.  Our  friends  in        

Wolfsburg, Germany, who normally visit Toyohashi to run 

the event in-person, also joined in on the half marathon! 

Wolfsburg held their own online marathon last year, in 

which a number of athletes from Toyohashi participated. 

We are looking forward to the next event! 

The torch was carried down Ekimae Odori alongside the tram. 

Which sport was developed for rugby athletes to 

do in the winter, when they could not play rugby 

outdoors? 

 A. Table Tennis   B. Indoor Soccer  

C. Volleyball    D. Basketball 

Quiz Corner 

facebook.com/ instagram.com/do_toyohashi/ Follow us for more sports! 

Yoshikatsu  Hikosaka  Chosen  for  the  Japanese   

National Rugby Team! 

Toyohashi native Yoshikatsu Hikosaka was chosen as a 

candidate for the Japanese National Rugby Team, as  

announced on April 12th. The national team will play 

against the British & Irish Lions on June 26th. His 

brother  and  teammate,  Masakatsu  Hikosaka,  Is         

currently a candidate for the 7-man rugby team as they 

head towards the Tokyo Olympics. Let’s cheer on these     

amazing rugby brothers! 

Ela Aydin, courtesy of @emotenashi 

Thank you to our friends in Wolfsburg! 
Find the quiz answer and more here! 

Or search “Toyohashi CIR” 

日本語は裏にあります 


