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著者のクイズ

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！

スケートボードの板と車輪をつなぐものは何と言

いますか？

A. バス B. トラック

C. バン D. バイク

facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/

「スポーツのまち」づくり課をフォロー！

髙田真希選手得点記録更新！

豊橋出身のバスケットボールスター、髙田真

希選手はそれまで矢野良子選手が持っていた

リーグ通算得点6641点を上回ったことで、W

リーグ歴代通算得点の記録を更新しました！

おめでとうございます！デンソーアイリスは

2021-22年シーズンにおいて10勝無敗のリー

グ1位です！髙田真希選手は今シーズン平均

20得点（11月29日時点）という素晴らしい

成績を記録しています。髙田選手とデン

ソーアイリスを応援しましょう！

八木トーク＆レッスン

東京2020パラリンピック競技大会に出場した豊

橋出身の八木克勝選手を招いて、12月5日（日）

10：30～12：00、こども未来館ここにこで「八

木トーク＆レッスン」を開催します。八木トーク

では「レジリエンス」というテーマで「八木選手

にとっての障がいとは？」などを語ります。その

後、市内中学校の卓球部生徒らとデモンストレー

ション試合、レッスンを行い、

そして試合を行います。手話通訳もおり、聴講観覧と

もに無料ですので、是非お越しください。詳しくは

QRコードをスキャン！

海外レポート：ストリート・リーグ

スケートボード最大級のコンテスト、ストリート・リーグのチャン

ピオンシップが米フロリダ州で行われました。ストリート・リーグ

は「ストリートスケートボーディング」、つまりまちなかで見つか

るもの、ベンチや手すりなどを真似したコースで滑り、技を競うコ

ンテストです。ファイナルでは8人が戦い、最初は「ラン」セクショ

ンで、全選手がコース全体を使い、45秒間に出来るだけ多くの難し

い技を挑みます。ランセクションは各選手1回のみ回ります。次の

「ベスト・トリック」では1発で出来るだけ難しくスタイリッシュな

技を4回挑戦し、ランのスコアを含めて、計5つのスコアのうち、上

位3つのスコアがカウントされます。ベストトリックを4回行い、8人

の中でスコアの高い4人がさらに2回挑戦します。最後に計7回のスコ

アの中でベスト3を足したスコアが1番高い選手の勝ちです。全選手

がすごい技を披露しましたが、今回は東京2020オリンピック競技大

会銀メダリスト、アメリカのジャガー・イートン選手が勝ち、ス

ケートボード界史上最高の賞金を手に入れました。

©ロイター/アフロ東京2020大会でメダルを獲得

した髙田選手

東京2020パラリンピッ

クに出場した八木選手

リトアニアゴールボール優勝！

11月５日から12日にかけて、トルコのサムソン市でヨーロッパゴー

ルボール選手権大会A部門が行われました。東京2020大会銅メダリ

ストのリトアニアが、接戦に勝ち、優勝しました。予選ラウンドで

は3勝1敗で、東京2020大会では勝利していたベルギーに唯一の負け

を喫しました。準々決勝でモンテネグロと対戦し、6点差で勝ちまし

た。次はゴールボール強豪国のドイツと戦い、ぎりぎりの展開でし

たが、9対8でリトアニアが勝ち、決勝戦へ進出しました。決勝戦で

はウクライナと対戦し、最初こそ苦戦を強いられましたが、得点を

かさねたリトアニアが6対3で勝ちました。おめでとうございます！

来年の夏に開催されるゴールボール世界選手権大会もリトアニアを

応援しましょう！

リトアニアゴールボール代表
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Quiz CornerFollow us on social media!

Find the answers and more here!

What are the metal objects which serve as axles on a 

skateboard called?

A. Buses B. Trucks

C. Vans D. Bikes

facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/

Yagi Lecture & Lesson

Toyohashi’s first Paralympian, Katsuyoshi 

Yagi, will make an appearance at Kokoniko 

on December 5th from 10:30 - 12:00, where 

he will hold a lecture and a  table tennis  

lesson. During the lecture, Yagi will touch 

on topics such as what the word “disability” 

means to him, following which he will hold a 

lesson and demonstration match with local 

middle school students. The 

event is free to attend and 

watch, so please join us! Sign language interpret-

ing will  be available.  Find more details  here 

(Japanese only) !

Takada Sets a Scoring Record!

Toyohashi native and basketball star Maki 

Takada set a new career scoring record  

earlier this month, when she passed the 

6641-point record previously held by Ryoko 

Yano.  Congratulations!  Takada  and  the 

Denso Iris have been on fire this year, and 

are currently undefeated through 10 games.

Takada’s scoring shows no sign of slowing 

down, as she is averaging over 20 points 

per game (as of Nov. 29th.) Be sure to 

cheer  her  and  the  Denso  Iris  on  this      

season!

Tokyo 2020 Olympic Silver Medalist 

Maki Takada

Yagi Competing at the Tokyo 

2020 Paralympic Games

The Lithuanian National Goalball Team
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Street League Skateboarding

Street League, one of the largest skateboarding contests in the 

world, held its “Super Crown Championship” in Jacksonville, Flori-

da this month. Street League is a “street skateboarding” contest, 

meaning that the course is based on fixtures that one would find in 

an urban landscape, such as handrails, benches, etc. Athletes use 

these obstacles to perform tricks, which are then judged and 

awarded points. The contest is split into two rounds: first the “run” 

section, where athletes have 45 seconds to link together as many 

difficult tricks as possible. Each athlete gets one run. Following the 

run section is the “best trick” section, where athletes get four tries 

to land their hardest and most stylish tricks on any obstacle. After 

the combined five attempts of the run and best trick sections, each 

athlete’s top three scores are added together, and the four highest-

scoring athletes get two more attempts at best trick. Athletes use 

this chance to improve on their previous scores, and the athlete 

with the three highest scores is the winner.  All of the athletes put 

on an amazing performance this year, but Tokyo 2020 Olympic sil-

ver-medalist Jagger Eaton came out on top, and took home the 

largest skateboarding contest payout in history.

Lithuania Wins in Europe!

The Group A European Goalball Championships were held 

from November 5th to the 12th in Samson, Turkey. Tokyo 2020 

Paralympic bronze-medalists Lithuania emerged victorious af-

ter a number of close matches. They were looking strong after 

a huge 6-point victory over Montenegro, but had a tough fight 

with goalball-powerhouse Germany in the following match, 

winning narrowly by 1 point. This brought them to the finals, 

where they faced off against dark horse Ukraine, and after a 

bit of a slow start, pulled ahead to a 6 - 3 victory. Congratula-

tions Lithuania! Let’s show them our support at the World 

Championships next summer! 


