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スティーブン・キャーネル
豊橋市国際交流員

ハーフマラソンの世界記録は？

A. 57分31秒 B. 35分31秒

C. 1時間40分 D. 20分47秒

著者クイズ

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

髙田真希アンバサダーによる豊橋の飲食店PR動画が公開となりました！髙田選手が申込された

豊橋市飲食店のうまいものを食べながら、お店の方たちとコロナ禍で苦労していることやお店

のウリなどの話をしています。

動画はYouTube「髙田真希チャンネル」で公開しているので二次元コードをスキャンし、是非ご

覧ください。

髙田選手所属のデンソーアイリスがWリーグのレギュラーシーズンで3位で終わりました！これ

からプレーオフが始まり、4月3日（日）のクォーターファイナルでシャンソンVマジック対三菱

電機コアラーズ戦で勝ったチームと試合します。そこで勝つとセミファイナルで豊橋生まれの

馬瓜姉妹が所属するトヨタ自動車アンテロープスと対戦します！デンソーは決勝戦で最大のラ

イバルであるENEOSと対戦する可能性もありますので、精一杯応援していきましょう！

髙田真希アンバサダー大活躍！

3月19日（土）に、豊橋市総合体育館で三遠ネオフェニックス対横浜ビー・コルセアーズ戦が行われました。

試合会場では、スポーツに親しむ機会提供や豊橋市の魅力発信のため、「豊橋市DAY」を開催しました。

「ええじゃないか豊橋伝播隊DOEE」のパフォーマンス、車いすバスケットボール体験や、道の駅とコラボし

たネクストクルーザー乗車体験と写真撮影などが行われました。

豊橋市DAY開催！

「スポーツのまち」

づくり課のSNSは

こちら！

豊橋市DAYで児童が車いす

バスケットボールに挑戦！北京2022年パラリンピック閉幕

3月4日～13日、北京2022パラリンピック冬季大会が行われました。日本代表は全部で7つのメダルを獲得し、その内4つが金メダルでした。女子アル

ペンスキーの村岡桃佳選手が金を3つ、銀を1つ獲得した大活躍でした！豊橋市出身の鈴木隆太さんが代表者を務めている「Team Positive」所属で愛

知県出身である小栗大地選手がスノーボードクロスに出場し、準決勝まで進出して5位で入賞しました。出場した皆さん、最高の技の披露ありがとう

ございました。次の夏のパリ2024年パラリンピックも楽しみですね！

豊橋市陸上競技場内でスタート！ 桜の花が彩った豊橋公園 豊川を渡るランナー

「髙田真希チャンネル」はこちらへ！

3月27日（日）に、第12回穂の国・豊橋ハーフマラソンが開催されました。天気が良く、21.0975㎞のコースに沿って桜が咲き誇ってい

ました。今大会の一番速い時間は、男子では近並郷（コンナミ アキラ）さんの1時間07分35秒、女子では小田恵梨（オダ エリ）さ

んの1時間19分02秒でした。全部で1382人が走り、1340人が完走した素晴らしい大会でした。大会の詳細と結果は「穂の国・豊橋ハー

フマラソン」のホームページをご覧ください。（二次元コードをスキャン！）

本大会前には、「穂の国・豊橋オンラインハーフマラソン」も行われました。こちらは自分のペースで好きな場所を21.0975㎞を走りきるイベントで

した。多くの方が参加し、マイペースでハーフマラソンを完走しました！

穂の国・豊橋ハーフマラソン開催！
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What is the current half marathon world record?

A. 57:31 B. 35:31

C. 1:40:00 D. 20:47

Find the answers and a variety of sports info here!

Check us out on 

social media!

Quiz Corner

facebook.com/toyohashisports instagram.com/do_toyohashi

On March 19th‚ “Toyohashi Day” was held alongside San-En’s game against the Yokohama B-Corsairs. The event 

consisted of a performance by local idol group “DOEE‚” a wheelchair basketball corner‚ and a collaboration event with 

Michi no Eki‚ where participants could try out and take photos in a Next Cruiser. The event was a great chance to    

introduce more people to sports and to promote local Toyohashi businesses!

Toyohashi Day with SAN-EN NEOPHOENIX

Children try wheelchair basketballThe Beijing 2022 Paralympics Come to a Close
The Beijing 2022 Winter Paralympic Games took place from March 4th to the 13th. The Japanese team managed to take home 7 medals‚ including 4 golds.   

Women’s alpine skier Momoka Muraoka snagged an incredible 3 golds and 1 silver medal. Snowboarder Daichi Oguri‚ an Aichi native and member of Toyohashi 

local “Positive Ryuta’s” Team Positive‚  made it to the semi-finals of the snowboard cross event‚ and managed a 5th place finish. Congratulations to all the amaz-

ing competitors! Next up are the summer Games in Paris!

Start! Cherry blossoms in full bloom at Toyohashi Park

Toyohashi Sports Ambassador Maki Takada has been posting videos on YouTube as part of her 

project to support struggling restaurants in Toyohashi. In the videos she tries various dishes from 

local eateries‚ and speaks with the staff and owners about the struggles brought on by the pandem-

ic. The videos can be found on her YouTube channel “Takada Maki Channel” (see the code on the 

right.)

Takada also continuous to dominate alongside the Denso Iris in the W League. Denso finished the 

regular season ranked third‚ and goes into the playoffs with a strong position on the bracket. Their first playoff match is 

on April 3rd‚ against the winner of the game between Chanson and Mitsubishi Electric. If Denso wins there‚ they will be 

up against the  Mawuli sisters and the extremely strong Toyota Antelopes. If Denso can make it to the finals‚ there is a 

chance they will be up against their arch rivals‚ ENEOS‚ so be sure to cheer them on!

Sports Ambassador Maki Takada

Check out the 

videos here!

On March 27th‚ the 12th Annual Honokuni・Toyohashi Half Marathon was held under beautiful weather and cherry blossoms in full bloom. The 

21.0975km race consisted of three laps starting at the Toyohashi Track and Field Stadium‚ across the Toyogawa River‚ and back through       

Toyohashi Park. The fastest time for the men was 1:07:35 by Akira Konnami‚ and Eri Oda had the fastest time among the women with a 1:19:02 

finish. Of the 1382 competitors‚ an amazing 1340 finished the entire race! For more details on the event and the full results‚ visit the official web-

site at by scanning the code on the right.

Before the official half marathon‚ the organizers also held the Honokuni・Toyohashi Online Half Marathon. It was a two week long event‚ in which participants 

could run at their own pace at a place of their choosing‚ and could split up the distance into multiple sessions. Over a thousand people took part in the event 

and finished the race.

Honokuni・Toyohashi Half Marathon

Runners cross the Toyogawa River


