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ボッチャでは、最初に投球して的となる白いボールのことを

何というのでしょうか？   

A. パック   B. ジャック   C. クラッカー   D. キューボール 

 

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/ 

2020年を振り返りましょう！ 

10月 ホストタウン

相手国のドイツとリ

トアニアに送ってい

る応援メッセージや

動画などに加え、吉

田方小学校と豊小学

校の児童が合計1,000

枚以上の手紙を送り

ました！ 

2月～3月 高校バスケットボール界スー

パースターの河村勇輝選手が三遠ネオ

フェニックスに特別指定選手として加入

し、11試合に出場しました。河村選手の

これからの活躍に注目しましょう！ 

4月～6月 豊橋ゆかりの選手がコロナに負け

るな！の応援メッセージを配信し、自宅で

出来るトレーニング方法も共有しました！ 

7月 豊橋出身の八木克

勝選手が東京2020パラ

リンピックの卓球出場

内定を獲得しました。

メダルを取るよう精一 

     杯応援しま 

      しょう！ 

7月 女子バスケットボール界の

スター髙田真希選手が母校の北

部中学校でオンラインスクール

を開催し、女子バスケットボー

ル部のメンバーに貴重なアドバ

イスとこれからの激励を送りま

した！ 

©DENSO IRIS 8月 2019年に豊橋で事前合宿を行ったドイ

ツテコンドー代表のヘッドコーチ、ゲオー

グ・ストライフ氏がテコンドー道場輝蹴

会豊橋支部の生徒とオンラインキャンプ

を開催しました。コロナの中でもスポー

ツを通じた国際交流が進んでいます！ 

11月～ 市内小中学校でパラスポーツのゴー

ルボールを紹介する出前講座を開催中です！

ゴールボール体験に加え、豊橋在住のパラア

スリートの講演も行っています！ 

11月 ドイツ・リトアニアＰＲフェアを開

催し、両国の美味しいグルメや伝統音楽の

ほか、パラスポーツの一つ、ボッチャの体

験会も行い、大いに賑わいました！ 

新型コロナウイルス感染症の影響で東京2020大会が延期となった上に、多くのスポーツ大会が中止となり、大変な1年でした。皆様も大変だっ

たと思いますが、コロナに負けずに、オンライン講座や自宅でのトレーニングという、スポーツの新たなやり方が生まれました。こういった1

年にも豊橋ゆかりの選手は頑張って大活躍をしました。東京2020大会に向け、ホストタウン相手国との交流もオンラインで進めています。 

2021年は波に乗っ

ていきましょう！ 

著者クイズ 「スポーツのまち」づくり課のSNS 
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Goalball begins by tossing a white ball into the court, which then 

becomes the target. What is this ball called? 

 

A. Puck          B. Jack          C. Cracker        D. Cue Ball 

 

Find the answer and other sports information here! facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/ 

October Students from 

Yoshidagata  and  Yutaka 

Elementary Schools sent a 

total  of  over  1,000     

postcards to Germany and 

Lithuania!  The  students 

had  the  chance  to  hold 

exchange  events  with   

athletes  from  the  two 

countries in 2019. 

February - March High school basketball  superstar 

Yuki Kawamura joined the San-En NeoPhoenix for 11 

games, as a “special exception athlete,” and showed the 

pro world his  amazing talent.  Keep  an  eye out  for       

Kawamura going forward! 

April  -  June Local  athletes  sent  encouraging        

messages to everyone in Toyohashi, and introduced 

various  at-home  training  methods  to  help  us  get 

through the pandemic. 

July  Toyohashi  native  

Katsuyoshi Yagi secured his 

Tokyo  2020  Paralympics 

qualification in table tennis. 

Let’s all cheer him on as he 

                       fights for gold! 

July Women’s  basketball  star  player 

Maki Takada held an online event with 

members  of  the  basketball  club  at       

Hokubu Junior High, where Takada once 

studied.  Takada  provided the  students 

with  incredible  advice  and  motivation 

going forward! 

©DENSO IRIS 
August Georg Streif, head coach of the German 

National Taekwondo Team, whose members visited 

Toyohashi in the fall of 2019, led an online taekwondo 

camp with members of the Kishukai Taekwondo Club 

in Toyohashi. We hope to continue our exchanges 

with Germany, be it online or in      person. 

November~ Students  at  elementary  and  middle 

schools around Toyohashi have been learning about and 

trying the Paralympic sport of goalball, as well as hearing 

lectures from Paralympic and para-sport athletes! 

November We held the Germany & Lithuania PR 

Fair, where on top of delicious food and wonderful 

music, visitors were able to experience the Paralympic 

sport of boccia. It was a huge hit! 

2020 was a difficult year in sports, with the Tokyo 2020 Olympics and Paralympics, as well as many other international sporting events being cancelled due to the coronavirus 

pandemic. During this difficult period, we had to invent new ways to stay connected through sports, such as online courses, online exchange events, at-home training, etc. 

Toyohashi’s own athletes were also working hard towards qualifying for the Tokyo 2020 Olympics and Paralympics, and towards inspiring everyone in Toyohashi to beat the 

virus. Let’s take a look back at some of the great things that happened in 2020. 

Let’s hop on our 

boards and ride into 

an amazing 2021! 

Quiz Corner Follow Us on Social Media! 
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