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先月豊橋ゆかりの選手から市民への応援メッセージが公開され始めました。選手からのエールは皆様にも届いた
でしょうか。今月から応援メッセージに加え、家でできるトレーニングとアスリート飯も発信開始です！市の
HPに載っている動画ではフェンシングの尾矢姉弟が体力を維持するために家でもできるトレーニングを紹介し
ていたり、試合に向けて食べている食事を見せてくれています。ホストタウン相手国であるドイツのテコンドー
代表からもトレーニング動画が届きましたのでぜひご覧ください！

www.city.toyohashi.lg.jp/42076.htm

海外トピックス

豊橋とつながりのある選手のプロフィール

ゴルフ 2018年に行われたタイガー・ウッズ対フィル・ミケル

ダナス・ラプシース

ソン「ザ・マッチ」に続いて、アメリカで5月24日にタイガー・

リトアニアパネヴェジス市出身

ウッズ対フィル・ミッケルソンの第2回目の対戦が開催されまし

リトアニア水泳代表・東京2020大会出場決定者

た。2人 対2人 のマッ チプレ ーで行 われ、タ イガ ー・ウッ ズと

ダナス・ラプシース選手はホストタウン相手国であるリトアニ

チームメートのアメリカンフットボールのスーパースターのペ

アの豊橋パートナーシティであるパネヴェジス市の出身です。

イトン・マニングがミケルソンとチームメートのトム・ブレイ

オリンピックにも1度出場しており、東京2020大会では200m・

ディに1ポイント差で勝ちました。1000万ドルの賞金がすべて新

400m自由形、200m個人メドレーに出場します。ぜひ応援しま

型コロナウイルス対策への支援として寄付されました。タイ

しょう！

ガー・ウッズは昨年4月に行われたマスターズの優勝でカムバッ
クを果たしました。ゴルフの主要トーナメントの一つであるマ

オシャエ・ジョーンズ

スターズは今年4月に予定されていましたが、11月に延期となり

米トリード市出身

ました。

アメリカボクシング代表メンバー
オシャエ・ジョーンズ選手は豊橋姉妹都市のトリード市の出身

「スポーツのまち」づくり課のインスタグラム！

です。東京2020大会への出場のために、家族で運営するボクシ

@do_toyohashiではスポーツを始め様々なアクティ

ングジム、Soul Cityで激しいトレーニングに取り組んでいま

ビティを通じて豊橋の魅力を発信しています。皆様

す。アメリカボクシング代表に選ばれ、東京2020大会ボクシン

が撮った素晴らしい写真をぜひ#toyohashiphotoをつ

グ予選大会に出場する権利を手に入れており、東京2020大会へ

けて投稿してください！

の出場権を争います。応援しましょう！
www.instagram.com/do_toyohashi/

チョン・ボギョン

筆者クイズ

韓国の晋州市出身

オリンピックの公式プールの長さは何メート

韓国柔道代表・東京2020大会出場決定者
豊橋友好都市である晋州市出身のチョン・ボギョン選手は2016

ルでしょうか。

年リオオリンピックの48㎏級で銀メダルを獲得しました。今回

A. 10m

B. 25m

C. 50m

D. 100m

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！

の東京2020大会に出場するので応援しましょう！
「豊橋CIR」と検索

日本語は裏にあります

Stephen Cannell
Toyohashi CIR

May 2020

Last month, athletes from Toyohashi began to release video messages encouraging us to do our best in the
face of the coronavirus. This month they began releasing videos showing how they continue to train through
these difficult times, as well as the types of food they eat. The fencing siblings Nichika and Santa Oya, as
well as our friends in Germany have released a number of videos available to view on the Toyohashi city website. They’re sure to provide a variety of ways to stay strong and healthy while we are trapped at home, so
www.city.toyohashi.lg.jp/42076.htm

check them out!

What’s Happening Overseas?

International Athlete Profiles

Golf

Danas Rapsys

In 2018, the first “The Match” between Tiger Woods

and Phil Mickelson was held, and Mickelson ended up the vic-

Panevezys, Lithuania

tor after a long battle. On May 24th, the second edition of The

Lithuanian Swimming Team, Tokyo 2020 Olympic Qualifier

Match took place. It was a 2 vs 2 match play event, and Tiger

Danas Rapsys is from Toyohashi’s partner city of Panevezys,

Woods with his partner and American Football star Peyton

Lithuania. He has qualified for the 200 and 400-meter free-

Manning won the event by 1 point over Phil Mickelson and

style events, as well as the 200-meter individual medley

his partner Tom Brady. The victors received $10 million and

event. As Lithuania’s Host Town for the Tokyo 2020 Olym-

donated the winnings to help in the fight against the corona-

pics, let’s show them our support and cheer on Danas!

virus.
In 2019, Tiger Woods won The Masters, one of golf’s biggest

Oshae Jones

tournaments, and cemented his comeback in the golf world.

Toledo, United States

This year’s Masters was scheduled for April, but has been

USA Boxing Team Member

postponed until November due to the coronavirus outbreak.

Oshae Jones is from Toyohashi’s sister city, Toledo, Ohio, in
the United States. Aiming for Olympic victory, she trains

The Sports Division is on Instagram!

with her family at their Toledo-based gym “Soul City Gym”.

The @do_toyohashi account is all about

She was chosen for the American team, meaning she’ll have

showcasing Toyohashi through exciting pho-

a chance to qualify for the Tokyo 2020 Olympics at the up-

tographs taken by all of you! Tag your pho-

coming qualifier tournament. Let’s follow her on her journey!

tos with #toyohashiphoto and show the
world how amazing Toyohashi is!

www.instagram.com/do_toyohashi/

Jeong Bo-kyeong
Jinju, Republic of Korea

Quiz Corner

Korean National Judo Team, Tokyo 2020 Olympic Qualifier

How long is an official length Olympic

Jeong Bo-kyeong, from Toyohashi’s partner city of Jinju, Ko-

swimming pool?

rea, qualified for judo at the Tokyo 2020 Olympics. She won
silver at the Rio Olympics in 2016, and will surely be looking

A. 10m

B. 25m

C. 50m

D. 100m

Find the answers and a variety of sports info here!
Or search “Toyohashi CIR”

to take gold in Tokyo. Let’s watch the judo events next year
and cheer her on!

