
2016年、Bリーグの発足以来、日本代表ワールドカップ
出場、東京オリンピック開催等、国内バスケットボール
環境が活況を呈し、プロバスケットボールチーム「福島
ファイヤーボンズ」の活動とともに、県内でもプロとし
て活躍する選手育成の必要性が高まっています。そこで、
バスケットボールによる復興、地域活性化の理念を共有
する「国際総合学園 (FSG高等部アスリートコース )」「福
島スポーツエンタテインメント㈱ (福島ファイヤーボン
ズ、ユースチーム運営 )」「㈳福島スポーツアカデミー (バ
スケットボールスクール・チアスクール )」が連携し、
一貫した指導体制を構築、福島から世界で活躍する選手
を育成することを目的に、2019年4月「福島BPTプロジェ
クト ( 福島 Basketball Player Training Project)」を発
足致しました。当プロジェクトは、一人ひとりの個性、
特性に基づき、初心者からトッププロチームまでの一貫
した指導環境を整え、それぞれの「志」の達成を目指し、
また「福島県を元気に！」を共通目的とし運営してまいり
ます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、
詳しくは下記WEB・SNSをご覧ください。

"一貫した育成プログラム"を確立し、福島から世界で活躍する選手を育てる。

日本代表選手 / 海外リーグ所属選手

スクール(バスケ/チア)

福島ファイヤーボンズ(B.LEAGUE)

ユース(U10,U12,U15)

FSG高等部アスリートコース

福島県郡山市の専門学校グループ www.fsg-college.jp

一般社団法人福島スポーツアカデミー
福島ファイヤーボンズスクール

〒963-8877 福島県郡山市堂前町1-2 石井ビル1F

TEL 024-927-0778  FAX 024-927-0780

福島スポーツエンタテインメント株式会社
福島ファイヤーボンズユースチーム

〒963-8811 福島県郡山市方八町2-13-8

TEL 024-941-0010  FAX 024-942-1323

〒963-8877 福島県郡山市堂前町1-2 石井ビル1F

TEL 024-927-0777  FAX 024-927-0780

アスリートコース
FSG高等部 クリエイティブ総合学科

FSG高等部新校舎完成！

お申込み・お問合せは各WEBサイトへ

「なりたい自分になる！」ための
理想の学習環境が誕生しました。

写真提供：B.LEAGUE / FUKUSHIMA FIREBONDS / amaTOSHimi ™



バスケットボール・チアリーディングを通じて子どもたちが楽しく身体を動かし、鍛えることの喜びを伝える。

福島ファイヤーボンズスクール バスケットボール/チアダンス

バスケットボール 小～中学生(男女)
基礎～応用
個人スキル
体力向上

福島市/郡山市/須賀川市/
いわき市/会津若松市/白河市

計8校

福島市/郡山市/
会津若松市/白河市

計6校

基礎～応用
チアの精神、協調性

美しく正しい心身を育む

カテゴリー 対　象 内　容 入会方法 スクールエリア

チアダンス 3歳半～中学生(男女)

体験参加

入会申込
(随時入会可)

バスケットボール選手として活躍するために必要となるトップレベルの知識・技術を学ぶ。カリキュラムと環境が充実。

FSG高等部 クリエイティブ総合学科 アスリートコース

スポーツとエンタテインメントを通して「夢と希望と楽しさ」を。福島県唯一のプロバスケットボールチーム。

福島ファイヤーボンズ (B.LEAGUE)

全カテゴリー部活・スポ少・ミニバスとの掛け持ちが可能。トライアウトに合格したメンバーのみで編成されたチーム。

福島ファイヤーボンズユースチーム U10/U12/U15

カテゴリー 対　象 目　的 練習会場

プロバスケットボール選手の輩出 FSG高等部校舎
(2019年4月新校舎誕生)高校生1～3年生  男子FSG高等部（U18）

B.LEAGUE所属の福島ファイヤーボンズがチーム運営・コー
チ派遣など全面バックアップ。ストレングスコーチ、アスレチック
トレーナー、ニュートリションコーチ、県大会優勝経験のある監
督を指導者に、他の学校では体験できない３年間を過ごすこと
ができます。FSG高等部ならではの取り組みです。

午前は高校の授業、午後はバスケットボールの授業と他にはな
い昼型トレーニングシステムになっており、プロになるための十
分な練習時間を確保できます。FSG高等部内のバスケットボー
ルコートで練習及びトレーニングができ、この中から１人でも
多くのトップチーム昇格を目指します。

ゲーム分析ソフト『sports　code』、選手管理システム『Ａｔｌ
ｅｔａ』を取り入れ、アナリストによる対戦チームの分析、個人の
課題、練習、体調等コンディション管理を徹底し、最善の練習メ
ニューを作成。個々の能力の『最大限の成長』を約束します。根
性論を撤廃し最先端の戦術・スキルを学ぼう！

プロバスケットボール選手を本気で
目指す人に最高の環境！各専門の
ス ペ シ ャリスト が サ ポ ー ト！

バスケットボールやスポーツに関する
授業時間が充実！昼型トレーニング
システムを確立！

最新分析ソフトと選手管理システムで
最大限の成長を約束！データ重視の
最先端の育成システム！
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3歳半～15歳

15歳～18歳

6歳～15歳

カテゴリーごとの特徴

スクールでスキルアップして各種イベントや大会へ参加しよう！

所属メンバー個人実績 チーム実績

トライアウトに合格したメンバーのみで練習・試合を行います。
ルールを覚え、学びながら楽しくスキルアップしています。

U10

トライアウト実施
スキルに応じてカテゴリー内での昇級あり。

多くの大会に出るよりも、練習に重きを置きバスケットボール（3Pあり、
ゴール3.05m、ボール7号）のスキルを身に付けられるよう練習します。
最初から県や地区を代表する選手でなくてもU12の中で頑張った選手が
小学6年生になり県や地区を代表する選手になっている実績があります。

U12

県を代表する選手、地区を代表する選手がトライアウトに集まりスキル・
フィジカルを鍛え、チーム戦術を学び全国レベルの大会に挑戦します。

U15

毎年U15から中体連優勝メンバーを輩出。

個人スキル上達に特化！ 楽しく身体を動かして体力向上！ ホーム公式戦に出場！ エスコートキッズとして出演！

U15
2016年度
バスケットボールジャパンカップU14 第5位

2017年度
東日本ジュニアバスケットボールクラブ選手権 優勝
バスケットボールジャパンカップ U15 準優勝
B.LEAGUE FRIENDLY GAME 2018 第3位

2018年度
東日本ジュニアバスケットボールクラブ選手権 優勝 ※2年連続
バスケットボールジャパンカップ U15 第3位
B.LEAGUE FRIENDLY GAME 2018 第5位

U12
2017年度
バスケットボールジャパンカップ U12 ベスト4 
 
2018年度
バスケットボールジャパンカップ U12 ベスト4

福島ファイヤーボンズスクールは、バスケットボール・チアリーディングを通じて子どもたちの健全な心身の育成を行い、地域復興・地域活性に貢献するこ
とを目指し、「世界で活躍する選手の育成」を理念に掲げ、福島県全域でスクールを展開しています。当スクールの特徴はプロバスケットチーム『福島ファ
イヤーボンズ』とチアリーダーチーム『Ray Glitters』と連携し、"専任コーチ・プロから直接指導を受けられる"環境です。バスケット初心者にはボールを
使った身体の動かし方やジャンプ・バランス等コーディネーショントレーニング、チア初心者にはチアの精神・協調性を育みながら基本のスキルを指導し
ます。向上を目指す経験者には世界での活躍を見据え、プロのプレーと応用スキルを段階的に習得します。当スクールは一人ひとりのレベルに合わせた指
導をすることで、子どもたちが楽しく身体を動かし、達成する喜びを伝えて参ります。

カテゴリー 対　象 内　容 入会方法 エリア

U15

U12

U10

中学1～3年生 男子

小学5～6年生 男子

小学1～4年生 男子

プロ選手に必要なスキルの向上
チームOF/DF

合格基準を
満たした者のみ

U15郡山：郡山市内
U15いわき：いわき市内

郡山市内

郡山市内

スクールについて詳しくは
WEB,SNSをご覧ください

ボンズ スクール 検索

無料体験受付中!

全国に類を見ないオリジナル選手育成プログラムで即戦力となるバスケットボール選手を目指す！

県選抜選手

2018年度 8名 36名
9名 27名
4名 9名
4名 6名

2017年度

2016年度

2015年度

地区選抜選手

2018年度 U15東北ブロックエンデバー 2名

2018年度 U18東北ブロックエンデバー 1名

輩出数

2018年度 3名
2名
5名
1名

2017年度
2016年度
2015年度

TOP  TEAM

「福島県を元気に」を旗印とし、チームとして結
束することで観ていただいている方々が燃える
ような熱い試合をする。地元地域の絆を大事に
して、最後まで福島県の代表として誇りを持っ
て戦い抜くことを県民への約束とする。
※Bonds(ボンズ)とは、絆・結束。（もともとは血縁の
ことで、結束・絆・くっつけるものという意味）

チーム名の由来

福島ファイヤーボンズからみなさんへ

村上 慎也 選手
2018-19シーズン キャプテン 福島県いわき市出身

猪狩 渉 選手
ヘッドコーチ 兼 育成世代アドバイザー

森山 知広 氏
僕が学生時代プロ選手とバスケ
ができる環境はほとんどなくOB
の方がオフシーズンに来るぐらい
でした。しかしここでは、選手も直
接指導に来てくれたり、トップ
チームと一緒に練習する機会も
あったりと他には無い環境が整っ
ています！良い環境で良いコーチ
と良い仲間たちと過ごせば必ず自
分のレベルは上がります。夢に向
かってチャレンジするみなさんを
応援しています。

自分が学生の頃はユースチーム
どころかプロチームすら無く、プ
ロを目指す事は困難でした。今の
子ども達にはプロチームがあり、
そのアンダーカテゴリーのユース
チームがあり、身近にプロや高い
レベルを君たちの年代で体感で
きるという事は必ずみなさんの財
産やこれからの糧になると思いま
す。結果は必ずついてきます。みな
さんと同じコートでプレーできる
ことを楽しみにしています。

年代ごとにバスケット指導が受け
られるスクール、ユースはもちろ
ん、バスケットボール界の人材育
成を掲げるアスリートコースに注
目しています。ユース年代より、専
門的な技術指導やトレーニング、
理論や戦術などの授業を受けら
れる環境は本当に素晴らしいこと
であり、非常に恵まれています。バ
スケットが大好きな気持ちがあれ
ば必ず成長できます。コート上で
会えるのを楽しみにしています。

所属メンバー個人実績

遠征実績
【遠征先】
仙台大学/山形大学/流通経済大学/開志国際（新潟）/
東京学館（新潟）/小山南（栃木）/埼玉栄（埼玉）/
日本学園（東京）/保善高校（東京）/日本航空（山梨）

甲府ウィンターフェスティバル
開志国際サマーキャンプ
バスケットボールジャパンカップ
静岡フレンドリーキャンプ

チーム実績 目指す進路
第64回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技県南地区予選会 第5位
第64回福島県高等学校体育大会バスケットボール競技 ベスト32
第71回福島県総合体育大会バスケットボール競技（少年の部）県南地区予選会 第5位
第71回福島県総合体育大会バスケットボール競技 ベスト16
平成30年度県南高等学校バスケットボール一年生大会 優勝
第55回福島県高等学校バスケットボール選手権大会県南予選会 第5位
第55回福島県高等学校バスケットボール選手権大会 ベスト16
平成30年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技県南地区予選会 準優勝
平成30年度福島県高等学校新人体育大会バスケットボール競技 第3位
平成30年度第22回県南男女総合バスケットボール選手権大会 ベスト8

プロバスケットボール選手

大学進学(スポーツ推薦)

短大、専門学校、就職 など

※指定校推薦有り

福島ファイヤーボンズ
B.LEAGUE特別指定選手

在学中のアマチュア契約
　　〃　　特別指定選手

日本代表選手
海外リーグ所属選手

すべて2018年度入学1期生(1年生のみ)9名での実績。
1期生9名のうち6名が福島ファイヤーボンズユース卒業生。
2019年度アスリートコース入学定員数15名確定。


