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令和2年6月
豊橋出身の岩水嘉孝選手は2004年アテネオリンピックと2008年北京
オリンピックの3000ｍ障害に出場しました。
同じ2004年・2008年オリンピックで桜丘高校出身の谷本歩実選手は
柔道の63㎏級で連続金メダルを獲得しました。
続いてもう1人桜丘高校出身の加藤ゆか選手は2008年北京オリンピッ
クの100mバタフライと4x100mメドレーリレーに出場しました。2012年
ロンドンオリンピックでは、100mバタフライ、200m個人メドレー、そ
して銅メダルを獲得した4x100ｍメドレーリレーに出場しました。
豊橋出身で唯一の冬季大会のオリンピアン、鈴木明子選手は2010年
豊橋市のオリンピック選手歴は1932年、清川正二選手の大活躍で バンクーバーオリンピックで8位、2014年ソチオリンピックで再び8位
始まりました。清川正二（上左）選手は1913年に豊橋で生まれ、 となり、2大会連続でオリンピック入賞を果たしました。これは日本の
1932年ロサンゼルスオリンピックの100m背泳ぎで豊橋出身者では 女子フィギュアスケート界では5人目の快挙でした。
初のオリンピックの金メダルを獲得しました。また次の1936年ベル

2016年リオオリンピックには、豊橋出身者が3人出場しました。陸上

リンオリンピックで同じ100m部門で銅メダルをとりました。その 競技の鈴木亜由子選手（上右）、7人制ラグビーの彦坂匡克選手、バス
後1978年には国際水泳殿堂入りを果たしました。
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清川選手の大活躍から30年が経ち、1964年東京オリンピックに豊
橋ゆかりの選手が2人出場しました。豊橋出身の前田隆利選手が総
合馬術に、豊橋工業高校出身の船井照夫選手が陸上競技の10,000ｍ
に出場しました。船井選手はファイナルで14位に終わりました。
その次の1968年メキシコオリンピックでは豊橋東高校出身の吉田

髙田真希選手

彦坂匡克選手

節子選手が女子バレーボールの銀メダルをとった日本代表の主将を
ケットボールの髙田真希選手が豊橋を代表し大活躍を果たしました。

務めました。

豊橋出身の松下浩二選手は卓球で1992年、1996年、2000年、2004 また上記以外にも数多くの豊橋ゆかりの選手がオリンピックに出場し
年と4大会連続で出場し、1996年アトランタオリンピックでは男子 ています。
ダブルスで5位の成績を果たしました。

現在東京2020大会に出場するため、豊橋ゆかりの選手が激しいト

21世紀に入り、豊橋市桜丘高校出身の新井周選手は卓球で2004年 レーニングに取り組んでいます。昨年9月、鈴木亜由子選手がマラソン
グランドチャンピオンシップで東京2020大会のマラソン出場権を獲得

アテネ大会に出場しました。

しました。パラ卓球の八木克勝選手やバスケットボールの髙田真希選

ゆかりの選手バナーのお披露目！

手と太田敦也選手も出場を目指して頑張っています。豊橋のすごい選

東京2020大会に出場するために頑

手たちを応援して東京2020大会を盛り上げていきましょう！

張っている豊橋ゆかりの選手のバ

著者クイズ

ナーがときわアーケード内に掛
か っ て い ま す。ま ち な か に 立 ち
寄ったときにぜひご覧ください。
選手らにエールを送りましょう！

1964年東京オリンピックに出場した選手は約何
人がいたでしょうか？
A. 1,000人 B. 2.500人

C. 5,000人

D. 50,000人

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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events at the 2004 Athens Olympics.
Toyohashi native Yoshitaka Iwamizu, and Sakuragaoka High
School graduate Ayumi Tanimoto made appearances at both the
2004 Athens Games and the 2008 Beijing Games. Iwamizu competed in the 3000m steeplechase event, while Tanimoto competed in
the 63kg judo event, and took back to back gold medals.
Yet another Sakuragaoka High School graduate, Yuka Kato,
competed in the 100m butterfly and 4x100m medley relay at the
2008 Beijing Olympics. She returned to London in 2012, competing
in the 100m butterfly, 200m individual medley, and taking bronze
in the 4x100m medley relay event.
The only Toyohashi native to compete in the Winter Olympics,
Toyohashi’s Olympic history began in 1932 with Masaji Kiyokawa. Kiyokawa (above, left) was born in 1913 in Toyohashi.
He competed in the 1932 Los Angeles Olympics and took a gold
medal, the first for a Toyohashi native, in the 100m backstroke
event. He once again returned to the 1936 Berlin Olympics to
take a silver medal in the same event. He was inaugurated into
the International Swimming Hall of Fame in 1978.

Akiko Suzuki, competed in figure skating at the 2010 and 2014
Olympics. She took 8th place both times, making her only the 5th
woman in Japanese figure skating history to take awards in back-to
-back Olympics.
Three Toyohashi natives competed in the 2016 Rio Olympics.
Track athlete Ayuko Suzuki (top, right) rugby sevens athlete Masa-

30 years after Kiyokawa’s incredible performance, two Toyo-
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hashi athletes competed in the 1964 Tokyo Olympics. Toyohashi native Takatoshi Maeda competed in equestrian eventing, and Toyohashi Technical High School graduate Teruo
Funai competed in the 10,000 meter track event, taking 14th
place.
At the following 1968 Mexico Olympics, Toyohashi Higashi
High School graduate Setsuko Yoshida served as captain and
led the women’s volleyball team to a silver medal.
Toyohashi native table tennis athlete Koji Matsushita competed in the 1992, 1996, 2000, and 2004 Olympic Games, recording a fifth place finish in men’s doubles at the 1996 Atlanta
Olympics.
Moving into the 21st century, Sakuragaoka High School
graduate Shu Arai made an appearance in the table tennis

Masakatsu Hikosaka

Maki Takada

katsu Hikosaka, and basketball star Maki Takada represented
Toyohashi at the Rio Games.
These athletes, along with many others with ties to Toyohashi
have made Olympic appearances.
Heading towards the Tokyo 2020 Olympics and Paralympics,
Toyohashi athletes are once again training hard for the chance to
compete on the world stage. Last September, Ayuko Suzuki cemented her Olympic marathon qualification at the Marathon Grand
Championship. Para table tennis athlete Katsuyoshi Yagi, basket-

Athlete Banners Unveiled!
Banners featuring Toyohashi’s

ball stars Maki Takada and Atsuya Ota, and many other amazing
Toyohashi athletes are chasing their Olympic and Paralympic
dreams. Let’s cheer them on and get excited for Tokyo!

Olympic hopefuls and qualified
athletes are hanging up at Tokiwa Arcade. Come check them out
the next time you’re downtown,
and show them all your support!

Quiz Corner
How many athletes competed in the 1964 Tokyo Olympics?
A. 1,000

B. 2.500

C. 5,000

D. 50,000

Find the answers and a variety of sports info here!

