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スティーブン・キャーネル 

豊橋市国際交流員  
ゴルフ全米オープンが開催されました！今年は新型コロナ

ウイルスの影響で延期となったこともあり、ニューヨーク

州にあるウィングドフットゴルフクラブで行われました。3

日目の終わりで21歳のマシュー・ウォルフ選手が上位でし

たが、最後の日にブライソン・デシャンボー選手が大活躍

して優勝を決めました。フェアウエーが狭くて、ラフがと

てもこくて長いウィングドフットを制覇したデシャンボ―

選手が2百万超ドル（約2億3千万円）の賞金を獲得しまし

た。次のメジャー大会は11月開催のマスターズです。 

コロナ禍でもヴォルフスブルク市とのマラソン交流が続く！ 
 毎年豊橋市の穂の国ハーフマラソンとパトナーシティであるヴォルフスブルク市のヴォルフスブルクマラソンの相互派遣をしています。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響でヴォルフスブルク市への選手派遣が出来なかったですが、9月9日～13日、バーチャルマラソンが

開催され、豊橋市民2人（女性1人、男性1人）がハーフマラソンの部に参加しました。女性が1時間39分、男性が1時間16分の記録を樹立し

ました。おめでとうございます！来年はドイツに派遣出来るように願っています！ 

 マラソンの派遣以外にも、中学生派遣、ヴォルフスブルク市の

中高生とのオーケストラキャンプの開催など、様々な交流を行っ

ています。来年2021年はパートナーシティ協定10周年となります

ので記念の特別なイベントも予定されています！ 

バスケットボール、シーズンスタート！ 
著者クイズ バスケットボールシーズンに突入しました！豊橋出身であり、過去に日

本代表でキャプテンを務めた髙田真希選手が所属するデンソーアイリス

は9月19日開幕戦を迎えました。初戦、三菱電機コアラーズに負けてし

まいましたが、20日の2戦目では19点差で勝

ちました。10月31日、11月1日にデンソーア

イリスは豊橋市総合体育館でトヨタ紡織サン

シャインラビッツと対戦しますので、ぜひ応

援しにお越しください！ 

 豊橋をホームタウンとする三遠ネオフェ

ニックスは10月3日からシーズンが始まります！開幕は浜松市で千葉

ジェッツと戦います。10月10日には豊橋市総合体育館でシーホース三河

と対決します。伝統の三河ダービーをぜひ応援しましょう！元NBA選

手のイェロヴァツ選手や元セルビアジュニア代表のミリェノヴィッチ選

手に加え、フィリピン最優秀の大学選手、サーディ・ラベナの加入もあ

り、今シーズンのフェニックスはどこまで行けるのか、楽しみです！ 

オリンピックマラソンの史上最も遅い記録は何で

しょうか？ 

 A. 10時間 B. 20時間 C. 5日間 D. 54年間 

クイズの答えと様々なスポーツ情報はこちら！ 

facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/ 「スポーツのまち」づくり課のSNS いつもスポーツフラッシュをお読みいただきあ

りがとうございます。もし時間がありましたら

アンケートへのご協力をお願いします。 

髙田真希選手 
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Overseas Report: 

The US Open of Golf took place from September 17 - 20! 

After being postponed due to the coronavirus outbreak, 

the event was held at Winged Food Golf Club in  New 

York.  The  fairways  were  narrow,  the  rough  was         

extremely long and thick, and the greens were hard and 

fast. At the end of the third day, 21 year old Matt Wolff 

had  the  lead.  However,  on  day  four,  Bryson      

DeChambeau  put  together  an  incredible  round  to       

secure the victory, as well as over 2 million dollars in 

winnings. The next major golf tournament will be the 

Masters in     November. 

Toyohashi’s Marathon Exchange with Wolfsburg Continues! 
It’s basketball season! Toyohashi native and previous national 

team captain, Maki Takada, and the Denso Iris opened their sea-

son on September 19th. They lost by a hair in their first game 

against the Mitsubishi Electric Koalas, but in the second game on 

the 20th, they won by 20 points. On October 31st and November 

1st, Denso Iris will be playing against 

the Toyota Boshoku Sunshine Rabbits at 

the Toyohashi Gymnasium! Come out 

and cheer them on! 

San-En Neophoenix begin their season 

on October 3rd. Their first game will be 

against the Chiba Jets in Hamamatsu. 

On October 10th they come home to the 

Toyohashi Gymnasium for the classic 

“Mikawa Derby” against Seahorses Mi-

kawa! Neophoenix will be joined by Serbian stars Stevan Jelovac 

and Nenad Miljenovic, as well as the number one college player in 

the Philippines, Thirdy Ravena. It’s sure to be an exciting season! 

Every year, Toyohashi hosts the Honokuni Half Marathon, and its German partner city, Wolfsburg, hosts the Wolfsburg City 

Marathon. As a sign of our friendship, Toyohashi sends athletes to run in Wolfsburg, and Wolfsburg sends athletes to run in 

Toyohashi. This year, both events were unfortunately cancelled due to the coronavirus outbreak, but Wolfsburg hosted an online 

marathon in its place from September 9th to the 13th. Two athletes from Toyohashi ran in the half marathon event. Toyohashi’s 

female representative ran an impressive 1 hour and 39 minutes, while our male runner clocked in at 1 hour and 16 minutes. 

Congratulations! Hopefully next year we will be able to send 

runners in person again. 

On top of our marathon exchange, Toyohashi and Wolfsburg 

have engaged in a variety of activities, such as middle school 

exchanges, orchestra camps, etc. Next year will mark the 10 

year anniversary of our partner city-ship, and there are sure 

to be a variety of celebrations! 

Basketball Season is Here! 
Quiz Corner 

What was the slowest ever Olympic marathon 

time ? 

 

A. 10 hours B. 20 hours C. 5 days D. 54 years 

Find the answers and a variety of sports info here! 
facebook.com/toyohashisports/ instagram.com/do_toyohashi/ Check Out the Sports Division on SNS! Thank you for reading Toyohashi  Sports 

Flash! If possible, please share you opinions 

by scanning the code and filling out the 

short survey.  
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Maki Takada 


