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Road to Tokyo 

ボクシング 今年4月に豊橋市と姉妹都市を提携して20周年となる米

オハイオ州トリード市出身のオシャエ・ジョーンズ選手が米ボクシ

ング代表に選ばれました！これから予選大会で出場権を争います！ 

 

水泳 ホストタウン相手国で豊橋市のパートナーシティでもあるパ

ネヴェジス市出身水泳選手のダナス・ラプシス選手がオリンピック

出場内定を得ました。200m・400m自由形と200m個人メドレーの

他、もう一人出場内定者であるアンドリウス・シドラウスカスと一

緒に4ｘ100mメドレーリレーにも出場する予定です。 

 

テコンドー ホストタウン相手国であるドイツは既に出場決定者（ア

レクサンダー・バッハマン選手）がいますが、今後開催される予選

大会でジェム・ウェンリュソーイ選手、ヨルダニス・コンスタン

ティニディス選手、ターヒル・

ギュレック選手が出場権を争い

ます。この予選大会がオリン

ピック出場の最後のチャンスで

す。3人（右）が2019年9月に豊

橋市で合宿を行いました。 

筆者クイズ 

三遠ネオフェニックスのレギュラー、そして日本代

表候補者である太田敦也選手は高い身長で知られて

います。その身長は何センチなのでしょうか? 

 クイズの答え、筆者の情報、そして

様々なスポーツのことはこちら！ 

海外スポーツトピックス 

ボクシング 2018年12月に開催された世界ボクシング評議会

（WBC）世界ヘビー級王座決定戦で全勝の当時ヘビー級王

者であるデオンテイ・ワイルダー選手が全勝のタイソン・

フューリー選手と対決しました。最終的に引き分けとなり、

ワイルダー選手が王座を守りましたが、2月22日にその再戦

が行われました。米ラスベガスのMGMグランド・ガーデ

ン・アリーナで最多12ラウンドの7ラウンドで終わりまし

た。フューリー選手がスタートから優勢であり、3ラウンド

までにワイルダー選手をノックダウンしました。ワイルダー

選手はまだアウトではなく、10秒以内に立ち上がりました。

しかし第5ラウンドでも再びノックダウンされました。その

後疲れ切っていたワイルダー選手はフューリー選手を抑えら

れず、第7ラウンド中にフューリー選手の猛攻撃を受けた

後、ワイルダー選手のスタッフがタオルを投げました。これ

でフューリー選手が世界王者となりました。今年の夏に再戦

が予定されています。 

「豊橋アスリート夢応援プロジェクト」の一環として、東京

2020大会の開催まで144日を示したカウントダウンボードと

豊橋市にゆかりがある選手の等身大パネルを、3月2日市長ら

が豊橋市役所で除幕しました。カウントダウンボードは大会

の開催までの日数を数えます。等身大パネルに写っているの

は日本バスケットボール代表候補者の太田敦也選手、パラ卓

球の八木克勝選手や出場が内定したマラソンの鈴木亜由子選

手といったオリンピック・パラリンピックの栄光を目指して

いる選手です。応援機運をさらに高めるために広小路通り沿

いに選手の顔を写した旗もあります。一人でも多くの選手が

出場できるように、精一杯応援しましょう！ 

聖火リレーが56年ぶりに豊橋へ！ 

オリンピックの開催を記念する聖火リレーが1936

年から各大会で行われています。太陽の光線で点

けられた聖火が最初にギリシャを回り、その次に

開催国に移動して各地を巡り、最終的に開会式で

聖火台の点火をすることでリレーを締めくくりま

す。 

東京2020大会の聖火リレーは3月12日にギリシャで

始まりました。豊橋市を通るのは4月7日！豊橋市

の区間はこども未来館ここにこから始まり、豊橋

駅前を通り、そしてレインボータワーで曲がり、

豊橋市陸上競技場でゴールとなります。 

4月7日予定されていた聖火リレーが延期となりました。 

東京2020大会が2021年に 

延期となりました。 



Road to Tokyo 
 

  Oshae Jones, a native of Toyohashi’s sister city Toledo, Ohio, 

has been selected for the American boxing team, meaning that she will have 

the chance to compete in the upcoming Olympic qualifier tournaments and 

earn her Olympic qualification! April marks the 20th anniversary of the sis-

ter city agreement between Toyohashi and Toledo. 

 

  Lithuanian swimmer Danas Rapsys, who is a native of 

Toyohashi’s partner city Panevezys, has qualified for the 200m and 400m 

freestyle, and the 200m individual medley events. He will also swim in the 

4x100 medley relay with teammate Andrius Sidlauskas. 
 

  Germany has already qualified one athlete for the Olym-

pics (Alexander Bachmann,) but it looks to add more in the upcoming re-

gional qualifier tournament in 

Europe. Cem Uenluesoy, Iordan-

is Konstantinidis, and Tahir Gue-

lec, will all fight for their Olym-

pic qualification. These three ath-

letes came to Toyohashi in Sep-

tember to hold a training camp 

(pictured right,) as well as a vari-

ety of exchange events. 

Quiz Corner 

San-En NeoPhoenix regular and Japanese national 

team candidate, Atsuya Ota, is known for his tall stat-

ure. How tall is he? 

 
Scan the code for the quiz answers, info on the 
author, and a variety of sports-related material: 

Overseas Update 
 

  In December 2018, the WBC heavyweight title match 

between the then undefeated champion Deontay Wilder and the un-

defeated Tyson Fury ended in a draw. Wilder managed to protect 

his throne, but the rematch was scheduled for February 22nd of this 

year. It did not disappoint. The fight took place at the MGM Grand 

Garden Arena in Las Vegas, and lasted for 7 of the possible 12 

rounds. Fury looked strong from the start, and by the 3rd round he 

had already knocked down Wilder. Wilder did his best to get back 

in the fight, but in the 5th round he was once again knocked down 

by Fury. By then, Wilder was clearly exhausted and struggled to 

take the fight to Fury, and in the 7th round, after receiving an in-

tense flurry of punches, Wilder’s team threw in the towel. Fury 

now holds the WBC heavyweight title, and the rematch between 

the two greats is set to happen this summer. 

On Thursday, March 3rd, the Olympic countdown board was un-

veiled on the first floor of Toyohashi city hall. The board displayed 

the 144 days remaining until the Olympics, and will continue to 

count down until the opening ceremony on July 24th. Along with 

the countdown board, life-sized panels of Toyohashi’s own Olym-

pic/Paralympic hopefuls and qualified athletes were also unveiled. 

Among them are national basketball team contender Atsuya Ota, 

para table-tennis athlete Katsuyoshi Yagi, and Olympic-qualified 

marathon runner Ayuko Suzuki. Flags depicting these athletes are 

also hanging along Hirokoji-dori, letting everyone in Toyohashi 

know just how many amazing athletes we have! These athletes are 

working their hardest to make it to Tokyo, so give them every 

ounce of your support! 

The Olympic Torch Comes to Toyohashi for the First Time in 56 Years! 

The Olympic torch relay has been part of the Olympic 

celebration since 1936. It begins in Greece, where the 

sun’s rays are used to light the torch. After touring 

Greece, the torch moves to the host nation. There it is 

passed along on its journey to the site of the opening cer-

emony, where it is finally used to light the Olympic caul-

dron. 

The Olympic relay officially began in Greece on March 

12th, and is scheduled to come through Toyohashi on 

April 7th! Toyohashi’s leg of the relay will start at Kodo-

mo Mirai-kan Kokoniko, pass by Toyohashi station, and 

turn at the rainbow tower before heading to the goal at 

the Toyohashi City Track and Field Stadium. 

日本語は裏にあります 
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Stephen Cannell 

Toyohashi CIR 

Taekwondo Swimming  Boxing  
Boxing  The Tokyo 2020 Olympics and Para-

lympics have been postponed to 2021. 
The Olympic torch relay scheduled for April 7th has been postponed. 


