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富永選手新時代へ！

三遠ネオフェニックスの2021年シーズンが開幕しました！10月27日に今

シーズン初の豊橋ホームゲームで、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの

愛知ダービーを争いました。10月2日のシーズン開幕戦では滋賀レイクス

ターズと対戦し、新潟アルビレックスBB、広島ドラゴンフライズ、茨城ロ

ボッツと試合し、ダイヤモンドドルフィンズの試合を含めて現在3勝6負と

いう記録を持っています。引き続き全力で応援していきましょう！

フェニックスシーズンスタート！

著者のクイズ「スポーツのまち」づくり課をフォロー！

豊橋生まれ豊橋育ちの車いすテニス選手、佐々木千依さんは８月初旬にルーマニアへ出発しました。ルーマニアで

２大会、リトアニアで１大会、チェコで１大会に出場し、ルーマニアとチェコの大会で準々決勝、リトアニアで準

決勝進出を果たしました。コロナ禍での海外の大会はこれまで出場してきた大会とは異なるものだったそうです。

以下は佐々木選手のレポートです。

「ルーマニアは、気温がとても高く、また、初めてのクレーコートで、一年以上試合に出れていないということも

あり緊張してしまい、思ったプレーが出来ず苦労した所はありました。リトアニアでは、屋内ハードコートで、ラ

ンキング上位の選手との試合で、戦略性・相手のテニスを観察することの重要性を学びました。チェコでは、涼しい気温で湿気がありルーマニアの

時よりコートの土が柔らかく、車いすのタイヤがふんごんで（練り込んでしまって）初めての感覚に少し戸惑いまし

た。第一シードの選手との試合では、自分の今の実力・今後の練習の課題を改めて確認することが出来ました。次の試

合に向けて、父との練習にしっかり取り組み、楽しみながら、全力で頑張ります。この海外遠征で感じたのは海外では

パラアスリートのサポートが手厚く、練習環境がしっかりしていました。また、まちを散策すると階段のみのところは

少なく、スロープなどがついていて、不自由をあまり感じませんでした。」

滞在したルーマニア、リトアニア、チェコの３か国とも国民の皆さんがとても優しく、「何か困ったことあります

か？」や「手伝うことありますか？」とすごく声をかけてくれて、どの国も緑がとても豊かで空気がおいしい所だった

そうです。

佐々木選手が日本に帰ってきて10月15日～17日に開催された仙台オープンにも出場し、コンソール戦（1回戦で負けて

しまった選手が入るトーナメント戦）で勝ちました。これからも佐々木選手を応援していきましょう！

佐々木選手国際大会巡回レポート！

桜丘高校卒業で、東京2020オリンピック競技大

会出場の富永啓生選手が今年9月からアメリカ

のネブラスカ大学に入学しました。以前、二年

制大学のレンジャー・カレッジのバスケット

ボール部で大活躍をし、平均16.8点の記録を残しました。10月27日にペ

ルー大学との親善試合でシーズンが開幕し富永選手は3ポイント2つ決め

て、ネブラスカ大学が97�58で勝ちました！

FIBA女子アジアカップで日本5連勝！

9月～10月、ヨルダンのアマン市でFIBA女子アジアカップ2021が行われ

ました。東京2020オリンピック競技大会3x3バスケットボールで大活躍

をした豊橋生まれの馬瓜ステファニー選手が出場。ステファニー選手が

安定したディフェンスを披露し平均ブロック数で4位、平均スチール数

でチームメートの赤穂ひまわりと選手と同率で1位でした。1回戦でイン

ドと戦い、圧勝しましたが、2回戦以降は全部互角の試合でした。特に

67対65のオーストラリアとの準決勝戦は最後までどちらが勝ってもおか

しくない試合でした。決勝戦では同大会で全試合圧勝してきた中国との

対戦となり、第1・2・3クオーターを全て中国に負けていましたが、第4

クオーターで本当の力を出し最終的に5点差で勝ちました。これで女子

アジアカップの5連勝を記録しました。おめでとうございます！来年

オーストラリアで開催される女子バスケットボールワールドカップが楽

しみですね！

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！

車いすテニスは通常のテニスとどちらが違うので

しょうか？

A. ネットの高さ B. ボールのタイプ

C. バウンド数 D. コートのサイズ
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The San-En NeoPhoenix played their ®rst home game of the 2021-2022 season in 

Toyohashi on October 27th. It was an intense Aichi Prefecture showdown      

between San-En and the Nagoya Diamond Dolphins, with Nagoya coming out on 

top. Phoenix began their season on October 2nd with a game against the Shiga 

Lakestars, following which they played against the Niigata Albirex BB, the      

Hiroshima Dragon¯ies, and the Ibaraki Robots. They currently hold a record of 3 

wins and 6 losses. Let’s cheer them on for the rest of the season!

Phoenix: Season Start!

Quiz CornerFollow us on social media!

Chiyo Sasaki International Tournament Report

Find the answers and more here!

Which of the following is diVerent between standard   

tennis and wheelchair tennis?

A. Net height B. Type of ball

C. Number of bounces D. Court size
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Toyohashi-na�ve wheelchair tennis athlete, Sasaki Chiyo, set oV to Romania in early August to par�cipate in a number of 

interna�onal tournaments. She played in two tournaments in Romania, one in Lithuania, and one in Czech Republic. She made 

it to the quarter®nals of the tournaments in Romania and The Czech Republic, and to the semi®nals of the tournament in    

Lithuania. She said that the CO�ID-19 preven�on measures made for a very diVerent tournament experience. Below is her   

report.

“The weather in Romania was very hot, and it was my ®rst �me playing on a clay court. A�er not playing  in a tournament 

in over a year, I was incredibly nervous, and wasn’t able to play to the best of my ability. The tournament in Lithuania was on an indoor hard court, and was 

against the top ranked athlete in the tournament. It taught me the importance of observing and learning from my opponent’s 

play. The Czech Republic was quite humid, which made the clay court much so�er than those in Romania. It resulted in my 

wheels sinking into the ground. It was my ®rst �me experience this. In my match against the number one seeded athlete, I was 

able to con®rm my current level, and ®gure out what I need to work on going forward. I will be training extra hard together with 

my father in order to prepare for the next tournament. On this overseas tour, I got to experience incredible accommoda�ons in 

place for disabled athletes, as well as the top-level training facili�es available in the countries I visited. There were wheelchair-

friendly slopes everywhere I went, so I did not feel restricted.”

“Everyone I met in Romania, Lithuania, and the Czech Republic was incredibly kind, and would always ask “Can I help you 

with anything?” The countries were full of lush greenery and the air was clear and refreshing.”

A�er returning to Japan, Chiyo competed in the Sendai Open from October 15-17, where she won the consola�on             

tournament. Let’s all cheer her on going forward!

Sakuragaoka High School graduate and Tokyo 

Olympian, Keisei Tominaga, is now a member of 

the University of Nebraska basketball team! A�er 

gradua�ng from Ranger College with a 16.8 

points-per-game average, he appeared in his ®rst 

game with the Huskers on October 27th, when they faced oV in an exhibi�on 

against Peru State College. Keisei scored two 3-pointers, and Nebraska came 

out with a 97 - 58 win.

Tominaga Enters 

a New Arena!

Japan Captures Its 5th Straight FIBA Womens Asia Cup’
The FIBA Women’s Asia Cup took place from September in Amman,   Jordan. Toyohashi-born Stephanie Mawuli, who also had a strong performance in 

the 3x3 Basketball tournament at the Tokyo 2020 Olympic Games, put on a stellar show. She displayed her usual strong defense, ®nishing fourth in 

average blocks, and was �ed for ®rst in average steals with her teammate Himawari Akaho. Japan was matched up against India in their ®rst game, 

where they won by a huge 90-point lead. The following matches were all nail-biters, however, leading up to their incredibly close ®nal against China. 

China led in the 1st, 2nd, and 3rd quarters, but Japan made a huge rally in the 4th to secure a 5-point victory, and their 5th straight Asia Cup. 

Congratula�ons! Be sure to tune in next year when the Japanese team appears in the Women’s Basketball World Cup next year in Australia!


