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Wリーグ・Vリーグ シーズン閉幕

著者のクイズ

4月22日～24日、千葉県千葉市でX Gamesが開催されました。X Gamesは1995年に始まったエクストリームスポーツ大会で、今回は日本初開催となり

ました。競う種目は大会により違うのですが、夏季X Gamesは原則スケートボード、自転車のBMX、バイクのMOTO Xがあります。今回のX 

GAMES CHIBAでは、スケートボードのストリート（女子部門も）、パーク（女子部門も）、バート、バートのベストトリック、BMXのストリー

ト、パーク、フラットランド、MOTO Xのベストウィップの種目がありました。ストリートはベンチや手すりがある街中のようなコースで行われ、

パークはお椀が複数合わさったようなコースで行われます。スケートボードのバートとは最上部が垂直90度となっている半円形の「ハーフパイプ」

で行われます。MOTO Xの「ベストウィップ」では選手らがジャンプ台から飛び出し、バイクを地面と水平になるまで倒す「ウィップ」という技を

競います。

世界各国から選手が集まり最高の技を披露しましたが、日本の選手が東京2020大会の圧倒的なパフォーマンスを再現し、全種目で合計10個のメダル

を獲得しました。スケートボードの男子ストリートと女子パークでは日本選手が金、銀、銅もとり、男子バートと女子ストリートで日本選手が銀を

とりました。BMXフラットランドでは日本選手が金と銅をとりました。

X Games Chiba 2022

バスケットボールでは、ボールを持ったまま、何歩まで歩け

るでしょうか？

A. 0歩 B. 1歩

C. 2歩 D. 3歩
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

4月16日・17日に女子バスケットボールWリーグのファイナルが行われました。レギュラーシー

ズン2位で豊橋生まれの馬瓜姉妹が所属しているトヨタ自動車アンテロープスが、セミファイナ

ルの番狂わせでENEOSサンフラワーズを倒した富士通レッド・ウェーブと対戦しました。トヨ

タは第1試合で74-69、第2試合で87-71と圧勝し、Wリーグの2連覇を達成しました。2試合を通

してステファニー選手がリバウンドを22回とり、エブリン選手が26点を得点した素晴らしいパ

フォーマンスでした。ステファニー選手は「プレーオフベスト5」を受賞しました。おめでとうございます！

とよはしスポーツアンバサダーである髙田真希選手が所属しているデンソーアイリスは、レギュラー

シーズンのランキングで3位でしたがクォーターファイナルで6位のシャンソンVマジックに負けてし

まい、プレーオフ敗退となりました。髙田選手は6年連続10回目で「ベスト5 センター」を受賞しま

した。髙田選手の豊橋飲食店応援事業も継続しており、様子をYouTubeチャンネルで公開しています

ので是非ご覧ください（2次元コードをスキャン）

5月4日～5日、Wリーグオールスターが開催され、髙田選手、エブリン選手、ステファニー選手が出場します！

女子バレーボールのシーズンも閉幕し、豊橋ゆかりのアスリートの山田二千華選手が所属しているNECレッドロケッ

ツは、23勝10敗の4位でぎりぎりベスト3に入らなかったため、プレーオフトーナメントに進出できませんでした。山

田選手は2022年度バレーボール女子日本代表に選ばれましたので、これからの国際大会で応援しましょう！

髙田真希チャンネル
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日本語は裏にあります
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Stephen Cannell
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Quiz Corner
How many steps are you allowed to take while holding a    

basketball without dribbling?

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3
Find the answers and more here!facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/

Follow Us!

W League and V League Final Results

From April 22th-24th, Chiba City hosted the X Games, an extreme sports tournament featuring skateboarding, BMX, and motocross. This was the first 

time the X Games had taken place in Japan. The event featured street, park, and vert skateboarding, street, park, and flatland BMX, and the Moto X best 

whip contest. The street contests use handrails, benches, etc. to mimic a downtown area, and the park events take place in a pool-inspired course. Vert 

takes place in a large halfpipe with 90 degree verticals at the top of the ramp. The Moto X best whip contest has athletes competing for the most stylish 

“whip” after airing off a large jump.

Athletes from all over the world came to compete in the X Games, but Japan put on a dominating performance similar to last year’s Tokyo 2020 Olym-

pics, with Japanese athletes taking home a total of 10 medals, including medal sweeps in men’s street and women’s park, silver medals in men’s vert and 

women’s street, and gold and bronze medals in BMX flatland. 

X Games Chiba 2022

The W League women’s basketball finals took place on April 16th and 17th. The regular 

season number two ranked Toyota Antelopes took on the Fujitsu Red Wave, who were 

coming off a major upset victory over the number one ranked ENEOS Sunflowers. The  

Antelopes, with Toyohashi-born sister duo Stephanie and Evelyn Mawuli put on an impres-

sive performance, beating the Red Wave 74-69 in game one, followed by an overwhelming 

87-71 victory in game two. This secured Toyota’s second straight W League championship. Stephanie Mawuli put on a domi-

nating performance, with 22 rebounds across the two games, while Evelyn aided with 26 points in the series. Stephanie was 

named one of the “Playoff Best 5” for her stellar play. Congratulations!

Toyohashi Sports Ambassador Maki Takada’s Denso Iris finished the regular season ranked third, 

and looked to be in position to make a run for the championship, however they were knocked out 

early in a surprise defeat to the Chanson V Magic. Takada was named “Best 5, Center” for the 6th

straight season, and 10th time overall. 

Takada has also continued to visit local restaurants in Toyohashi, from which she is creating YouTube videos. You 

can find her YouTube channel by scanning the code above. 

The W League Allstar tournament takes place on May 4th and 5th, and will feature Takada and the Mawuli sisters.

The V League women’s volleyball season also came to an end, with Toyohashi athlete Nichika Yamada’s NEC Red 

Rockets finishing ranked 4th, just one spot away from continuing to the playoffs. Yamada was named as a member 

of the 2022 Japan national team, so be sure to cheer her on at upcoming international tournaments!
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