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スティーブン・キャーネル
豊橋市国際交流員

卓球がパラリンピック競技になったのは何年でしょうか？

A. 1960         B. 1964        C. 1988         D. 2004  

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！

豊橋ゆかりのパラ卓球アスリート八木克勝選手が、5月12日～15日スロベニアで開催された「スローべ

ニアオープン」に出場し、男子ダブルスで銅メダルを獲得しました。来田啓幹選手とチームを組み、男

子MD14クラス（選手のクラスを足した合計が14以内に限ったクラス）に参加しました。総当たり戦の

1勝1敗で決勝トーナメントに進出し、1回戦でイギリスに勝ち、準々決勝で同クラス世界2位の選手も

入っているオランダにも勝ちましたが、準決勝では3-1でタイに負けてしまい、銅メダルの獲得となり

ました。クラス7のシングルスでは八木選手が3-0、3-0、3-0の圧倒的な3連勝で決勝トーナメントに進出

し、1回戦では3-1で勝ちましたが、準々決勝で敗退となりベスト8のフィニッシュで終わりました。

5月27日に来豊いただき、八木選手にインタビューを行いました。

Q:スロベニアオープンの感想について

用具を全て変えて初めて出た大会でした。世界に通用するかなと、ずっと考えながらプレーしていて、

取りあえず今回はベスト8だったので、世界には通用したのかなというのが正直な感想ですね。少し

ホッとしています。

Q:スロベニアはどんなところでしたか。

すごく緑のある良いところで、世界中のパラの選手たちが生き生きとしていて、すごく住みやすい場所です。パラ選手が行動しやすいように、バリ

アフリー化されている場所もあって、そのための工事が進んでいます。ハンディを持った選手たちにとってはすごく過ごしやすい場所というのは毎

回行って感じます。

Q:今回ダブルスでチームを組んでメダルを獲得した来田選手と事前に練習していきましたか。

来田選手とは2015年のハンガリーオープンの大会で一緒になっていましたが、そこから久々のダブルス出場でした。

今年の4月に代表合宿があって、そこで少し練習をして、こんな感じだったよねと感覚を思い出しながら練習し、色んな決めごとをしてスロベニアに

入りました。試合をしていたら、来田選手の調子が良かったので、様々なプレースタイルを試しながらプレーして、僕はどちらかというと、ボール

をつないだり入れたりして、来田選手が決めるというスタイルをとりました。

それが上手くいった形でメダルが取れたかなと思います。

Q:トレーニングはどのぐらいの頻度でしていますか。

だいたい週に5回ぐらいで、1日3～4時間ぐらいですね。所属チームの琉

球アスティーダと練習していく予定ですね。

Q:次出場する大会はお決まりですか。

確実に決まっているのは6月11日に名古屋で東海障害者卓球大会です。

Q:2024年のパリ大会に向けて

パリ大会まではまだちょっと長いのですが、自分が考えたことを3年間

しっかり積み上げて、その結果、パリ大会でメダルが取れたらいいなと

今は思っています。

八木選手のこれからの活躍を応援していきましょう！

八木克勝選手、スロベニアで銅メダル

「スポーツのまち」

づくり課のSNSは

こちら！

男子ダブルス銅メダル獲得の八木選手

髙田真希マルシェ

6月25日に、こども未来館ここにこで、

「髙田真希マルシェ」を開催します！

キッチンカーやスポーツ体験などありま

すので、ぜひお越しください！

髙田選手は豊橋市飲食店応援事業も行っ

て お り、随 時YouTube

チャンネルの「髙田真

希チャンネル」に配信

しています！動画は2次

元コードへ！

森田直樹/アフロスポーツ

東京2020大会女子バスケット

ボール銀メダリストの髙田選手 髙田真希チャンネル
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Stephen Cannell
Toyohashi CIR

What year did table tennis debut at the Paralympics?

A. 1960         B. 1964        C. 1988         D. 2004  

Quiz Corner

Find the answer and more sports content here!

Toyohashi’s own para table tennis ace, Katsuyoshi Yagi, travelled to Slovenia from May 12—15 to 

compete in the Slovenia Open, where he claimed a bronze medal in men’s doubles. He partnered with 

Hiromoto Kita to compete in the men’s class 14 (limited to pairs whose combined class is less than 14) 

tournament. They made it out of groups with 1 win and 1 loss, before defeating the UK in the first round 

of knockouts, followed by a win against the Netherlands (including the number 2 player in the world) in 

the quarter finals. They were finally stopped by Thailand in the semifinals, with a 3 to 1 loss, resulting in 

a bronze medal finish. Yagi put on a strong show in men’s class 7 singles as well, with a dominant 3 wins 

and 0 losses in groups and a win in the first round of knockouts, but was unfortunately defeated in the 

quarterfinals, finishing in the top 8.

We sat down with Yagi on May 27th for an interview to ask about the tournament in Slovenia.

Q: How do you feel about your performance at the Slovenia Open?

It was my first tournament after making a major equipment change. I wondered whether or not it would 

translate to the world-stage, but I managed to finish in the top 8, so I suppose it did. Honestly, I’m quite 

relieved!

Q: What was Slovenia like?

It’s a beautiful green country, and athletes from all over the world love being there. I think it would be a very pleasant place to live. It’s easy for disabled 

athletes to get around, and is continually working to make the country more barrier-free. Every time I go there I think of how pleasant a place it is for 

someone with a physical disability. 

Q: Had you practiced with your doubles partner, Hiromoto Kita, before going to Slovenia?

The last time I played in a tournament with Kita was the 2015 Hungary Open, so it had been quite a while. There was a training camp for the national 

team in April of this year, where we had a chance to practice together. We tried to use that experience as much as possible when preparing for this 

tournament. Once the tournament started, Kita was playing really well, so I just focused on keeping the ball in play and left the decision making to him. I 

think that’s really what led to us winning a medal.

Q: How often are you training?

I usually train locally 5 days a week, 3 to 4 hours a day. I will also be 

practicing with my team, the Ryukyu Asteeda, going forward.

Q: When is your next tournament?

My next tournament will be the Tokai Disabled Table Tennis Tourna-

ment on June 11th in Nagoya.

Q: How are you feeling heading towards Paris 2024?

There’s still quite a way to go before Paris 2024, but I hope that I can 
put all my ideas together over these 3 years, and take home a medal.

Let’s show Yagi all our support as he continues to compete on the world 

stage!

Katsuyoshi Yagi Takes Bronze in Slovenia

Check us out on 

social media!

Katsuyoshi Yagi, after taking bronze in men’s doubles

Takada Maki Marche
On June 25th, Maki Takada will be 

hosting the “Takada Maki Marche” at the 

Kodomo Miraikan. There will be food 

trucks and activities, so be sure to check it 

out! 

Takada has been making videos to       

promote local restaurants in Toyohashi 

and uploading them to 

her YouTube channel! 

Scan the code to check 

them out!

森田直樹/アフロスポーツ

Tokyo 2020 Women’s Basketball silver 

medalist Maki Takada

髙田真希チャンネル


