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English Available on Back

令和2年８月

テコンドーオンラインキャンプを行いました！
8月11日、ドイツテコンドー代表のヘッドコーチであり元オリンピアンでもあるゲオーグ・ストライフ氏と、テコンドー教室の輝蹴会豊橋
支部の7歳から19歳まで12人の生徒によるオンラインキャンプを行いました。ストライフ
氏はオリンピック競技者として、またオリンピックメダリストと世界王者のコーチとし
ての長いキャリアで培った経験と知識をもとに沢山の貴重なアドバイスを参加者に送り
ました！イベントの様子は市の公式
ユーチューブに掲載していますので
蹴りの技を磨きながらぜひご覧くだ
さい！

参加者がWEB会議に映しているカメラの前で組手しました

その後、ストライフ氏にフィードバックをもらった上で、もう一度そのアド

youtube.com/user/toyohashi10484

バイスをもとに組手をしてみました

富永選手・河村選手の大活躍が続く

「フェニックスカップ２０２０」を開催しました！

「3x3バスケットボール男子日本代表候補メンバー表」と

新型コロナウイルスの影響で、中学生の大会が中止となりました。そ

「FIBAワールドカップ2023重点強化選手メンバー表」が8月

れを受けて、「3年間仲間とともに努力してきた集大成」を披露する機

7日に発表されました。前シーズン三遠ネオフェニックスで

会として、三遠ネオフェニックスが8月6日～7日、「フェニックスカッ

実力を披露した河村勇輝選手がワールドカップの重点強化

プ」を開催しました。中学生の男子は11チームで106人、女子は10チー

選手として選ばれました。また、桜丘高校出身の富永啓生

ムで98人が参加し、交流試合を行いました。3年間お疲れ様でした！

選手がどちらのメンバーにも選ばれました。富永選手は現
在米テキサス州のレンジャー・カレッジで腕を磨いていま
す。二 人 の こ れ
からの活躍は楽
しみです！
2020年2月から3月まで
11試合で大活躍をした
河村勇輝選手
3年間の成果を披露しようと皆勢いよく競いました！

「スポーツのまち」づくり課のSNS

著者クイズ
NBA史上最も背の高かった選手、ゲオルゲ・ムレ
シャンは何センチでしょうか。
A. 210cm

facebook.com/toyohashisports/

instagram.com/do_toyohashi/

B. 230cm

C. 270cm

D. 300cm

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

August 2020

Taekwondo Online Camp!
On August 11th, the German Taekwondo Team’s head coach, Georg Streif, and members of the Kishukai taekwondo club held an online
training camp. The 12 participants ranged from ages 7 to 19. Coach Streif shared his
knowledge attained through his long career as both an Olympic-level competitor, and the
coach of Olympic athletes and world champions. The entire event can be viewed on the
official Toyohashi YouTube account,
so check it out and work on your
kicks!

The participants sparred in front of the web camera

Afterwards, they received advice from Coach Streif and sparred
once more, taking note of what he said

youtube.com/user/toyohashi10484

Tominaga ・ Kawamura

Phoenix Cup 2020

「The “3x3 Basketball Japan Men’s Team Candidate” and

Due to the coronavirus, most middle school sports tournaments had to be

“2023 FIBA World Cup Candidate” lists were announced on

cancelled, leaving many third year students disappointed. In order to give

August 7th. Yuki Kawamura, who showed his strength last
season with the San-En NeoPhoenix, was chosen as a

those students one last chance to show what they’ve accomplished over
their three years together, San-En NeoPhoenix held the “Phoenix Cup
2020,” a two day basketball tournament for middle school athletes. 11

candidate for the World Cup team, and Sakuragaoka High
School graduate Keisei Tominaga was chosen as a candidate

boys and 10 girls teams competed, bringing the number of competitors to
214! Congratulations to everyone on an amazing three years!

for both teams. Tominaga is currently honing his skills at
Ranger College in America. There’s no doubt these two have
a bright future
ahead of them!

Kawamura Yuuki played
in a total of 11 b.league
games from February to
March 2020
The athletes battled at full force!

Check Out the Sports Division on SNS

Quiz Corner
How tall was the NBA’s tallest ever basketball
player, Gheorghe Muresan?
A. 210cm

facebook.com/toyohashisports/

instagram.com/do_toyohashi/

B. 230cm

C. 270cm

D. 300cm

Find the answers and a variety of sports info here!

