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スティーブン・キャーネル 

豊橋市国際交流員  
1月27日から31日にかけて、アクアリーナ豊橋で第76回

国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会を開催し

ました。豊橋市では少年の部と成年の部の一部の試合

が行われました。厳しい予選で勝ち抜いた都道府県の

選抜プレイヤーらがスケートの能力、パワー、スピー

ド、そして最高のチームワークを披露してくれまし

た。27日と28日には少年と成年の1回・2回戦が行わ

れ、沖縄から北海道まで、全国のアイスホッケープレ

イヤーの情熱を感られる熱戦が繰り広げられました。

29日には少年の準々決勝が行われました。囲まれたと

きは必ずパスができるチームメートがいるようなチー

ムワークや、相手ゴールキーパーに息もつかせない連

続シュートの攻撃など、強豪チームの強さがどんどん現れてきました。30日の準決勝は北海道対宮城県、埼玉県対東京都という強豪同士の組み合わ

せでした。北海道と宮城県の試合は4対3で北海道が勝ちましたが、どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合でした。次の試合は強豪の埼玉県

が東京都を７対１と圧倒しました。その結果、決勝戦は北海道対埼玉県となりました。前半は埼玉県が3対2で勝っていましたが、後半に北海道が2

ゴールを決めて、アイスホッケー競技会少年の部第1位となりました。選手の皆さん、お疲れ

様でした！アイスホッケーが好きな方、またはアイスホッケーってどんな競技か見てみたい

という方はオンラインで少年の部・青年の部の全試合がご覧になれます！「国体チャンネ

ル」で検索してください。また、アイスホッケーのルールについて知りたいという方は下の

QRコード先の「豊橋CIR」ページで紹介していますので是非ご覧ください。 

著者のクイズ 

冬季国体アイスホッケー競技会を開催しました！ 

今までのスノーボーダーの中で、最も空中で回転した角野友

基選手の記録は何度（回転）でしょうか。 

A. 540º (1.5回転)  B. 1080º (3回転)  

C. 1980º (5.5回転)  D. 3600º (10回転) 

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 アイスホッケーの激しさはすごい！ 
海外スポーツレポート：エックスゲームズ冬季大会 

1月29日～31日、米コロラド州アスペン市でエクストリームスポーツ大会「エックスゲームズ」の第25回冬季大会

が開催されました。スノーボードとスキーの計14種目がありました。山を下りながらジャンプ台や手すりなどで

トリックを競う「スロープスタイル」、円筒の下半分の形にできているジャンプ台のハーフパイプで行われる

「スーパーパイプ」、ジャンプの高さを競う「ビッグエア」などで選手たちが人間の

限界に挑戦したトリックを披露しました。オリンピックで2度金メダルを、エックス

ゲームズで7度金メダルを獲得しているアメリカの女子選手ジェイミー・アンダーソン

がさらに1つの金メダルを手に入れました。日本もエクストリームスポーツが強く、金メダル1つを含め、4メダルを取りま

した。金をとったのは去年銀メダルであった戸塚優斗選手で、競技のスノーボードを見たことのない方は、戸塚選手の

パーフォーマンスをぜひご覧ください。重力とは何かを考え直されると思います。 

豊橋の生徒たちが各県の選手を応援するためのフラッグを作りました！ 
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Quiz Corner 
Yuki  Kadono is  known for  doing one of  the craziest      

snowboarding tricks ever, spinning more than anyone else 

before. How many times (degrees) did he spin in mid-air? 

A. 540 (1.5 times)  B. 1080 (3 times)  

C. 1980 (5.5 times)  D. 3600 (10 times) 
Find the answers and more here! facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/ Follow Us on Social Media! 

From January 27th to the 31st, the Japan National 

Sports Festival’s ice hockey tournament was held at 

Aquarena Toyohashi. Toyohashi played host to the 

junior division tournament, as well as a few early 

matches from the senior division. The tournament 

featured the best ice hockey athletes from around 

the  country,  each  representing  their  respective        

prefectures. The athletes put on a display of power, 

speed, and incredible teamwork. On the 27th and 

28th,  teams from Okinawa to  Hokkaido showed 

Japan’s passion for ice hockey. The 29th featured 

the quarter final matches for the junior   division. It 

was a demonstration of incredible teamwork and 

overwhelming  offensive  play  from  the  veteran 

teams. The semi-finals took place on the 30th, with        

Hokkaido vs. Miyagi and Saitama vs. Tokyo. In the Hokkaido - Miyagi game, Hokkaido squeezed out a win, but it was a close game the 

entire way. In the next match between Tokyo and Saitama, Saitama put on an impressive performance and overwhelmed Tokyo, winning 

7 to 1. This set the stage for a final between veteran teams Hokkaido and Saitama. It 

was an exciting game that showcased the top youth talent in Japan. Saitama led 3 to 

2 for the first half, before Hokkaido scored two impressive goals to win the game, and 

take first place in the junior tournament. Those who are fans of ice hockey, or who are             

interested in seeing it for the first time, you can watch all of the matches on the 

“Kokutai Channel” (Japanese only) website. If you would like to learn more about the 

rules and history of ice hockey, check out the article on the CIR page (English/

Japanese) found in the QR code at the bottom of this newsletter. 

Japan National Sports Festival Winter Ice Hockey Tournament 

Every match was full of intensity! 
Students in Toyohashi made flags to cheer on every prefectures’ team! 

International Report: Winter X-Games 

The 25th Winter X-Games were held in Aspen, Colorado, USA from January 29th to the 31st. The     

tournament featured 14 events across skiing and snowboarding disciplines, which included slopestyle, 

superpipe, and big air. Slopestyle features different obstacles such as ramps and rails, that athletes    

perform tricks on as they descend the mountain. Superpipe takes place in a 

large half-cylinder-shaped “half pipe” and features back-to-back air tricks, and 

big air is a competition to see who can jump the highest while doing tricks off of 

a  ramp.   2-time Olympic  gold  and  7-time X-Games gold  medalist  Jamie           

Anderson added one more gold medal to her collection. Japan came out strong as usual, taking 4 medals in total, 

including a gold medal in the superpipe event by Yuto Totsuka. If you have never seen competitive snowboarding 

before, please check out Yuto’s performance online. It will make you rethink the meaning of gravity! 


