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髙田真希選手によるオンラインスクール
©DENSO IRIS

新型コロナウイルスの影響で中学のスポーツ大会の多くが中止

八木選手出場内定！

となり、中学3年生の部活動の成果を披露する最後の機会もなく
応援を続けてきた豊橋出身のパラ卓球選手、

なりました。そうした生徒のため、豊橋出身のバスケットボー

八木克勝選手が東京2020パラリンピックの出

ルスターである髙田真希選手が出身の北部中学校バスケット

場権を手に入れました。これで八木選手が争

ボール部の2・3年生とオンラインスクールを行いました。

うクラス７の卓球大会は必見です！皆様ぜ
ひ、八木選手を応援しましょう！
髙田真希選手

テコンドーオンラインキャンプ
8月11日（火）1８ 時 に ド イ ツ テ コ ン

強化指定選手発表豊橋出身者多数！
東京2020大会、2026年のアジア競技大会に向け、愛知県が2020年

ドー代表ヘッドコーチのゲオーグ・ス

度の強化指定選手を発表しました。195人の中、豊橋ゆかりの選手

トライフ氏が輝蹴会テコンドー教室豊

は11名が指定されています。東京2020大会候補者の鈴木亜由子選

橋支部の生徒とオンラインキャンプを

手、髙田真希選手、八木克勝選手の他、中学校水泳の和田望実選

行います。ページの下で紹介している

手、フェンシングの尾矢姉弟や有力な大学生選手が載っていま

フェイスブックで生中継をしますの

す。豊橋にゆかりのあるすごい選手がいっぱいいます！皆様、ぜ

で、是非ご覧ください！

ひ豊橋ゆかりの選手全員にエールを送りましょう！
ゲオーグ・ストライフ氏

ゆかりの選手 今後の試合
サッカー
サッカーのJリーグが開催しました。豊橋出身でありガンバ大阪のディフェンダーである三浦弦太選手
が名古屋グランパスとの試合でゴールを決めました。アディショナルタイムにガンバがゴールを決
めて、ギリギリのところで2対2の引き分けに終わりましたので、9月23日の再戦は必見です。試合日
程はガンバ大阪のHPでご覧ください。

©ガンバ大阪

三浦弦太選手

バスケットボール

髙田真希選手の所属しているデンソーアイリスは9月からシーズンスタートです。昨年コロナウイルスの影響で1位のJX-ENEOSサンフラ
ワーズとの試合が中止となりましたが、来年2月20日、21日に豊橋市総合体育館でその対戦が開催されます！ぜひ髙田選手を応援しに行き
ましょう！更新：スケジュールに変更がありましたので、最新情報はデンソーアイリスのHPをご覧ください。

フェイスブックを開設しました！

著者のクイズ

豊橋市「スポーツのまち」づくり課の公式

テコンドーは蹴りで知られていますが、パンチも

フェイスブックでは豊橋のスポーツイベン

とても大事です。胴部へのパンチは何点となるで

ト、施設、選手などにかんする情報を発信

しょうか。 A. 1

しています。ぜひご覧ください！

www.facebook.com/toyohashisports/

B. 2

C. 5

D. 10

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！

日本語は裏にあります

Stephen Cannell
Toyohashi CIR
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Maki Takada’s Online School
Due to the coronavirus outbreak, many middle school sports

Yagi is going to Tokyo!

©DENSO IRIS

tournaments had to be cancelled, and many third-year stu-

We’ve been cheering for him all along, and

dents missed out on their final chance to compete with their

it’s official! Our own para table tennis ath-

clubs. Hoping to boost those students’ spirits by giving them

lete, Katsuyoshi Yagi is going to the Tokyo

a sincere send-off, Toyohashi-native basketball star Maki

2020 Paralympics! Be sure to tune in to the

Takada held an “online school” with members of the Hokubu

class-7 tournament and cheer him on! It’s

Junior High (Takada’s alma mater) basketball club. We hope

sure to be a must-see event.

the participants had an amazing time!

Maki Takada

All-star Athletes Announced!

Taekwondo Online Camp

Aichi Prefecture regularly puts out a list of local all-star
On August 11th, at 6PM, the head coach

athletes (kyouka shitei senshu) who are either up-and-

of the National German Taekwondo

comers, or are candidates for the Tokyo 2020 Olympics and

Team will be holding an online camp
with

children

from

the

Paralympics/2026 Asian Games. Out of the 195 athletes, 11

Toyohashi

are natives of Toyohashi. They range from Ayuko Suzuki,

Kishukai taekwondo club. The event will

Maki Takada, and Katsuyoshi Yagi, to middle school swim-

be live-streamed on the Facebook page

ming star Nozomi Wada, and college athletes such as

at the bottom of the newsletter. Please

fencing’s Oya siblings. Toyohashi has so many strong ath-

check it out!

letes! Let’s continue to show them every ounce of our support!

Georg Streif

What are Toyohashi’s Athletes up to?
Soccer
The J.League soccer season is underway. Toyohashi-native Genta Miura has been putting in work
for Gamba Osaka. In their recent match against Nagoya Grampus, Gamba worked hard to squeeze
out a 2-2 tie in additional time, including a goal from Miura. The teams will have a rematch on
September 23rd, so be sure to check it out! Details can be found on Gamba Osaka’s website.

Basketball

©ガンバ大阪

Genta Miura

Maki Takada’s team, Denso Iris, will begin their season in September. Last year they had a match scheduled with the number-one
team, the JX-ENEOS Sunflowers, but it was cancelled due to the coronavirus outbreak. This season, they will get their chance to
battle the Sunflowers on February 20th and 21st, and they will be doing it right here in Toyohashi! Head out to the Toyohashi Gymnasium and cheer on Maki Takada! Update: There were changes to the basketball season schedule, please see the Denso Iris website.

Facebook Account

Quiz Corner

The Sports Development Division in Toyo-

Taekwondo is famous for its kicks, but punches

hashi has created a new Facebook ac-

are also very important in competition. How

count, where we will be sharing infor-

many points is a punch to the body worth?

mation on sports events, facilities, athletes, and more. Please check it out and
give it a like!

www.facebook.com/toyohashisports/

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

Find the answers and a variety of sports info here!

