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1964年の聖火リレー 

 皆様がご存じのとおり東京2020大会が正式に延期となりまし

た。開催日を心待ちにしていたかと思いますが、来年の開催日ま

での間、前回の1964年の東京大会を振り返りましょう。前回の東

京大会を知ることにより、再び東京2020大会を盛り上げていきま

しょう！ 

 1964年のオリンピック聖火がギリシャで点火され、13ヶ国を

巡った上で、沖縄を通して日本に入りました。火を4つに分け、日

本の各地を通りました。豊橋市では10月3日にそのうちの一つが駆

け抜け、最後に開催地の東京で再集合し、聖火台に点火されまし

た。 

 豊橋駅から新幹線が初走行をした2日後、豊川市との市境から静

岡県との県境まで、国道1号線沿いにオリンピックの聖火が通りま

した。1964年の聖火ランナーは1～2㎞を時速12㎞で走れる高校生

に限られました。豊橋市では中学生の随走者もいました。 

 東京での最後の区間は、日本の戦争からの復興と平和を象徴す

るように、原爆が投下された日に広島で生まれた坂井義則さんが

走り、聖火台に点火をしました。 

 古代・現代オリンピック競技大会をつなぐオリンピック聖火は

困難を乗り越えた開催国の市民の希望、そして平和を象徴してい

ます。今回の聖火は2011年東日本大震災の復興に加え、現在世界

各地に広まった新型コロナウイルスへの勝利も象徴するのでしょ

うか、心の底から期待しています！ 

  
  

スティーブン・キャーネル 

豊橋市国際交流員 

 3月20日に、平成30年から整備されてきた豊橋市の新しいサッカー場が完成し

ました。豊橋市総合スポーツ公園にあるサッカー場は最新の人工芝でできてい

ます。縦105m幅68mのピッチに照明がついていますので、夜でも使えます。4

月1日から使用開始予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大のため、利用

までもう少し待たなければなりません。落ち着いたら皆様も最新の人工芝で

サッカーを楽しんでください！ 

筆者クイズ 

日本各地を駆け抜けた1964年の聖火リレーで

は約何人が走ったでしょうか。 

a. 100人 b. 1,000人 c. 10,000人 d. 100,000人 

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！ 

豊橋の選手と互いに応援を！ 

 3月上旬から等身大パネルやフラッグ等で紹介して

いる豊橋ゆかりの選手はコロナウイルスに負けず、

東京2020大会に向けてトレーニングに励んでいま

す。我々市民が選手を応援しているように、選手か

らも市民の皆様へのメッセージを寄せられ、市のHP

に掲載しています。ラグビーの彦坂匡克選手、フェ

ンシング姉弟の尾矢二千花選手と尾矢陽太選手、バ

スケットボールの太田敦也選手等、東京2020大会の

出場を目指している豊橋ゆかりの選手が「コロナに

負けるな！」や「頑張るぞ！」というメッセージを

配信していますので、ぜひご覧ください。 

彦坂選手等からのメッ

セージはスキャン！ 

1964年聖火リレーのルート 15㎞を越えた距離の豊橋市の区間 

豊橋市役所 

豊川市 

静岡県 
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The 1964 Olympic Torch Relay 

 The Tokyo 2020 Olympics and Paralympics have officially 

been postponed.  I’m sure that all of you were looking forward to 

them with great excitement, but we’ll have to wait just a bit 

longer. In the mean time, let’s look back at the 1964 Tokyo 

Olympics and Paralympics and reignite our excitement for next 

year’s Games! 

 The 1964 Olympic Torch Relay began in Greece with the 

lighting of the torch, and made its way through 13 countries be-

fore entering Japan via Okinawa. The flame was divided into 

four before making its way across the entirety of Japan. Eventu-

ally it arrived in Tokyo, where it was used to light the cauldron. 

The torch passed through Toyohashi on October 3rd, 1964. 

 Two days after the Shinkansen made its first departure from 

Toyohashi station, the Olympic torch made its way from the 

Toyohashi/Toyokawa border to the border of Shizuoka prefec-

ture, following National Route 1. Runners were required to be 

between 16 and 20 years old, and to be able to run a 1-2km leg 

at a speed of 12kph. Some middle school students participated 

as back-up runners in Toyohashi. 

 The final leg of the relay and the lighting of the cauldron in 

Tokyo was carried out by Yoshinori Sakai. Sakai was born in Hi-

roshima on the day that the atomic bomb fell. His participation 

symbolized Japan’s recovery from the war and the peace that 

came with it.  

 The Olympic torch, which bridges the ancient and modern 

Games, symbolizes the hopes of the people and world peace. The 

Olympic  flame at  the  Tokyo 2020 Olympics  will  represent 

Japan’s recovery from the 2011 Tohoku earthquake and tsuna-

mi, and I hope from the bottom of my heart that it will also rep-

resent the world’s victory over the coronavirus. 

  

Messages from our Athletes! 

 Toyohashi’s athletes aren’t letting the corona-

virus stop them from training hard to get to the To-

kyo 2020 Olympics and Paralympics. We’ve been 

cheering them on all along, and now they’re cheer-

ing for us! Olympic hopefuls such as rugby’s Masa-

katsu Hikosaka, fencing siblings Nichika and Santa 

Oya, and basketball star Atsuya Ota, are delivering 

video messages encouraging everyone to do their 

best in the face of the coronavirus. You can find 

them on the Toyohashi City website, so please check 

them out! 

Scan the code to  

view the messages: 

The Toyohashi leg of the 1964 Olympic Torch Relay 

Toyohashi City Hall 

Toyokawa 

Shizuoka 
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Toyohashi Station 

 
 On March 20th, Toyohashi’s newest soccer field was officially completed. 

The field, located at the Toyohashi Sports Park, utilizes the latest artificial 

turf technology. It measures 105m x 68m, and features LED lights to allow 

play even in the dark. The field was originally set to open up for public use 

on April 1st, but due to the coronavirus outbreak, we’ll have to wait just a 

bit longer. Once the current situation settles down, head out to the Toyo-

hashi Sports Park and try out the new field!  

Quiz Corner 

Approximately how many runners participated 

in the 1964 Olympic Torch Relay? 

a. 100 b. 1,000 c. 10,000 d. 100,000 

Find the answers and a variety of sports info here! 


