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スティーブン・キャーネル
豊橋市国際交流員
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©San-En NeoPhoenix

今年青森県八戸市で開催された国民体育大会
冬季大会のアイスホッケートーナメントでは強豪
の北海道が少年の部も成年の部も優勝しまし
た。これで少年の部は17回連勝しています。
来年1月に豊橋市が国体冬季大会アイスホッ
ケートーナメントの少年部を開催しますのでぜひ
足を運んでください！

冬には豊橋市総合スポーツ公園内アクアリーナ
でアイススケートが出来ることをご存知ですか？
11月～5月にはプールがアイスリンクになってい
今年1月から新しく三遠ネオフェニックスのメンバーとなった河村勇輝選手。高校バスケット

ます！

ボール界スーパースターである18歳の河村選手がプロデビューをするとたちまちその凄さを発
揮しました。2回目のプロゲームで20点も越えて21点をとり、リバウンド3つ、アシスト2つを記

アクアリーナの詳細

録しました。次のゲームで初めてスタメン出場をはたすと、前の試合を上回る24点を決めまし
た。それ以降のゲームではスタメンとなっており、高校最強の選手と言われているその理由を

(hamada-sports.com/toyohashi)

プロバスケットボール界で示し始めています。今シーズンの逆転を狙っている三遠ネオフェニッ
クスには河村選手がその答えとなるのか、今後の河村選手の活躍に注目しましょう。

アメリカンフットボール 今年の第54回スーパーボウルが今月2日に行われました。ミズーリ
州のカンザスシティ・チーフスがカリフォルニア州のサンフランシスコ・フォーティナイナーズと争
いました。第3クオーター終了時点でカンザスシティが10点差で負けていましたが、MVPのパト
リック・マホームズ選手の大活躍により第4クオーターで逆転し、31対20でカンザスシティが
50年ぶりにスーパーボウルを優勝しました。

私 は 2019 年 8 月 か ら 豊 橋 市 で 国 際 交 流 員

豊橋ゆかりの選手の大活躍を応援しよう！

（CIR）として東京2020大会に関する翻訳・通訳
やスポーツ振興等をさせていた だ いているス

自転車競技

ティーブン・キャーネルと申します。大学時代に人

日本が現在の国別ランキング6位を守ると豊橋をホーム

形浄瑠璃を学びに来日し、日本の文化、言語、

バンクとする深谷知広選手が内定となります。深谷選手

美しい自然に興味を持ち、それ以来日本に住ん

と日本代表を応援しましょう！

で働くことを目指しています。豊橋に配属されて
本当に感謝しています。大阪と東京の間という

テコンドー

便利なところに位置し、海も山もあり、静かで住

ドイツのアルクサンダー・バッハマン選手がオリンピック出場内定を得ました。ドイツテコン

みやすい都市です。東京2020大会に向け、市

ドー代表がオリンピック開催前に豊橋市で事前合宿を行う予定です。

民の皆様とホストタウン相手国であるドイツとリト

パラ卓球

アニアとの絆が深まるように努めたいです。皆さ
ん、よろしくお願いします！

豊橋出身の八木克勝選手が現在の世界ランキング7位を維持すると出場内定となります！

スポーツ・東京2020大会
観光に関する記事を英語

3月2日、豊橋にゆかりのある選手のパネルとフラッグの

日本語2ヶ国語で毎週更
新しています：

お披露目会を行います！詳細はQRコードをスキャンしてください。
(city.toyohashi.lg.jp/41218.htm)

(city.toyohashi.lg.jp/40636.htm)

日本語は裏にあります
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The ice hockey tournament at this year’s
National Sports Festival was held in Hachinohe, Aomori this month. Veteran team Hokkaido won both the junior and senior divisions, marking their 17th-straight victory in
the junior division.
Toyohashi will be hosting the junior division
ice hockey tournament next January, so
come out and enjoy the event!

Starting in January of this year, 18 year-old high school basketball prodigy Yuki Ka-

Did you know that you can enjoy ice skating

wamura joined the San-En NeoPhoenix roster and immediately went to work showing

at the Toyohashi Aquarena? Every year from

the basketball world just how talented he is. In only his second pro game ever, he rec-

November to May, the main pool is converted

orded 21 points, 3 rebounds, and 2 assists. He followed this up with 24 points in the

into an ice rink!

next game, his first as a starting member. Since then, he has started in every game and
continues to prove to the world why he is called the best player in high school basket-

Details on Aquarena
(English, German, Japanese)

ball. Will he be the key to a strong finish this season for San-En? Perhaps it’s too lit-

(hamada-sports.com/toyohashi)

tle too late, but there is no doubt he has a bright future ahead of him.

American Football The 54th Super Bowl took place on the 2nd of this month. The
Kansas City Chiefs went up against the San Francisco 49ers in a heart-pounding climax to the 2019-2020 season. At the end of the 3rd quarter the Chiefs trailed by 10
points, but Super Bowl MVP Patrick Mahomes stepped up and lead the team to a
comeback, ending the game 31-20 in favor of the Chiefs. It was Kansas City’s first
Super Bowl victory in 50 years.

My name is Stephen Cannell. I have been

Cycling

working as a Coordinator for International
Japan currently ranks 6th in the sprint Olympic

Relations (CIR) in Toyohashi since August

(nation) rankings. If Japan can maintain that po-

2019,

sition, Tomohiro Fukaya, who trains in Toyohashi,

interpreting and sports promotion with rela-

will secure his Olympic qualification!

tion to the Tokyo 2020 Olympics and Para-

Taekwondo

lympics. When I was in college, I came to Ja-

Germany’s Alexander Bachmann has successfully qualified for the Olympics!
Toyohashi has plans to host Germany for a training camp before the games.

Paralympic Table Tennis

and

primarily

do

translating/

pan to study traditional puppetry, fell in love
with the country, and decided I wanted to live
and work here. Toyohashi is a beautiful city
rich with nature, convenient transit, and is a

Toyohashi native Katsuyoshi Yagi currently ranks 7th in the Paralympic table
tennis world rankings. Top 7 in his class will go to Tokyo!

quiet, easy place to live. I hope I can help to
deepen our international ties and get everyone excited for the Olympics!
I upload weekly articles in Japa-

On March 2nd, there will be an unveiling event for panels and flags

nese and English about sports and

to cheer on Toyohashi’s Athletes! Scan the QR code for details.

Toyohashi. Please check them out!

(Japanese only)
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