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オフィシャルプレミアムパートナー

オフィシャルトップスポンサー

オフィシャルプレミアスポンサー

オフィシャルスポンサー

オフィシャルサプライヤー

オフィシャルメディアパートナー

サポートカンパニー

福島ファイヤーボンズ 2020-21シーズン スポンサー募集!!
福島ファイヤーボンズでは、個人・企業問わずご支援していただけるスポンサーの皆樣を募集しています。詳しくは下記までご連絡ください。

福島スポーツエンタテインメント株式会社 TEL.024-927-0777 MAIL. info@firebonds.net

福島ファイヤーボンズ
URL▶https://firebonds.jp

公式WEBサイトはこちら
検索

家庭用木製品総合メーカー

スポーツクラブ
ルネサンス郡山

ヨークベニマル
大槻店

プラチナ
井村屋株式会社
株式会社蔵場
株式会社福島製作所
株式会社ライセンスアカデミー
マイコロジーテクノ株式会社
浄土真宗本願寺派 圓壽寺
日本全薬工業株式会社
有限会社県中ライン
有限会社 上田建工
モミの木クリニック
株式会社ル・プロジェ

ゴールド
(医）IMC いしだ内科
NTT東日本 福島支店
株式会社エンドウ
株式会社建設相互測地社
有限会社郡山産業廃棄物処理業
サンセイ医機株式会社
株式会社ダイオー
東部液化石油株式会社 郡山支店
東部ガス株式会社 福島支社
トヨタカローラ福島株式会社
株式会社日専連ライフサービス
一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミー

株式会社PMCテクニカ
福島建機株式会社
公益社団法人 福島県トラック協会
株式会社福島マツダ
フロンティア・ラボ株式会社
株式会社 増子商事
陽光ビルサービス株式会社
Laplus Design

シルバー
有限会社あさひ観光
株式会社アサヒ研創
ichinoichi coffee
A&Kホンシュウ株式会社
株式会社 大関警備
奥の松酒造株式会社
オーミック電子株式会社
神田産業株式会社
株式会社コスモファーマ
サッポロビール株式会社
ししど整形外科クリニック
ショウカン株式会社

有限会社杉妻自動車練習所
sports bar Phantom～ファントム～
株式会社帝北ロジスティックス
株式会社dig
手造りパン工房クレール
伝説のすた丼屋 郡山安積店
株式会社トウエキ
富田中学校バスケットボール部1993・OB
医療法人はやまかいせい やまぐち整形外科クリニック
福島コンピューターシステム株式会社
一般社団法人 福島スポーツアカデミー
一般財団法人ふくしま未来研究会
有限会社降矢農園

株式会社パルネット福島
有限会社マダムタカコカンパニー
株式会社マリンブルー
水野特許商標事務所
美和電気工業株式会社
医療法人　明治病院
Li-Li CAFE(矢吹町バンド連合会)
リュクレ石沢

後援：郡山市 郡山市教育委員会

GAME DAY SPONSOR

19:00 TIPOFF17:00 一般会場 17:00 一般会場 19:00 TIPOFF

10.19[MON]
GAME1 10.20[TUE]

GAME2

H O M E
第 3 節 VS.アースフレンズ東京Z 宝来屋郡山総合体育館ARENA ■館内飲食OK（ビン・カン類持込禁止） ■土足入場OK ■敷地内全面禁煙

サポーティングマッチ

0 エリック・マーフィー
ERIK MURPHY



FUKUSHIMA FIREBONDS ROSTER

AWAY TEAM ROSTER

game PREview 今節のみどころ プレシーズン勝利時から状況は一変。
新外国籍選手が勝利のカギとなる ! ホームで連勝を伸ばし勢いに乗れ !!

sf

1

シャヒード・デイビス
SHAHEED DAVIS

出身校　　セントラルフロリダ大学
出身地　　アメリカ合衆国
生年月日　1994/02/14
身長/体重　206cm/95kg

pg

5

友利 健哉
KENYA TOMORI

出身校　　専修大学
出身地　　沖縄県
生年月日　1984/08/12
身長/体重　177cm/75kg

PF/C

0

エリック・マーフィー
ERIK MURPHY

出身校　　フロリダ大学
出身地　　アメリカ合衆国
生年月日　1990/10/26
身長/体重　208cm/109kg

HC
HEAD COACH

森山 知広
TOMOHIRO MORIYAMA

出身校　　仙台大学
出身地　　福岡県
生年月日　1984/01/23

SG

11

山内 翼
TSUBASA YAMAUCHI

出身校　　東海大学
出身地　　福島県郡山市
生年月日　1997/10/08
身長/体重　185cm/85kg

PG/SG

9

神原 裕司
YUJI KANBARA

出身校　　関西外国語大学
出身地　　長崎県
生年月日　1989/10/25
身長/体重　182cm/76kg

PF

32

武藤 修平
SHUHEI MUTO

出身校　　筑波大学
出身地　　茨城県
生年月日　1991/12/27
身長/体重　192cm/95kg

15
C

チリジ・ネパウェ
TSHILIDZI NEPHAWE

出身校　　ニューメキシコ州立大学
出身地　　南アフリカ
生年月日　1989/06/10
身長/体重　208cm/122kg

33
PG

喜久山 貴一
KIICHI KIKUYAMA

出身校　　順天堂大学
出身地　　沖縄県
生年月日　1992/04/26
身長/体重　175cm/75kg ac KIMITOSHI SANO

佐野 公俊
アシスタントコーチ
出身校　　九州産業大学
出身地　　静岡県
生年月日　1982/09/30

YASUNARI MITA
三田 泰成AT

アスレティックトレーナー
出身校　　ネブラスカ州立大学オマハ校
出身地　　岡山県
生年月日　1984/07/23

RYOHEI KONAGAI
小長井 亮兵MG

マネージャー
出身校　　ゴンザガ大学
出身地　　静岡県
生年月日　1983/07/05

KOSHIRO SHUTO
首藤 甲子郎SC

ストレングス&コンディショニングトレーナー
出身校　　早稲田大学
出身地　　大分県
生年月日　1984/05/05

KOTA SUKEKAWA
助川 幸太SC

ストレングス&コンディショニングトレーナー
出身校　　早稲田大学
出身地　　東京都
生年月日　1985/03/30

TEAM STAFF

アースフレンズ
東京Z
B2 東地区

2020-21シーズン第3節の相手はアースフレンズ東京Z。福島ファイヤーボンズは現在3勝1敗で山形戦の連勝の勢いで更に連勝を伸ばしていきたいところである。今節対戦する
東京Zとは、昨シーズン新型コロナウイルスの影響で試合が中止になってしまい対戦はなかったが、9月のプレシーズンマッチで対戦し、その際は87-77で勝利している。しかし、
その時点ではお互い外国籍選手が1名のみだったため、今回はまた違った展開になることが予想される。東京Zの戦力は、昨シーズンからの継続選手で211cmの長身を活かしたイ
ンサイドでのプレーと3Pシュートも打てる#32 ナンナ・エグー選手と、西宮から移籍した日本在籍が長い#40 ドゥレイロン・バーンズ選手が中心となる。バーンズ選手はサイズ
は決して大きくはないが、アウトサイドシュートが得意で得点能力も高い。また、視野が非常に広く味方へのアシストも多い。日本人選手では、B1から#10 岡田選手、#17 綿貫選
手と両ベテランを獲得しチームの中心となっている。岡田選手は、リーグの中でも代表する3Pシューターであり彼を乗らせるとチームに勢いが出てしまうため、抑えることが必
要である。綿貫選手は、落ちついたゲームメイクでチームをまとめ、要所では自ら得点を取れる選手である。他にも、昨シーズンから継続の突破力・得点力のあるPGの#14 久岡選
手、思い切りのいい3Pシュートが武器の#24 高木選手と若手ではあるが注意が必要な選手もいる。福島ファイヤーボンズとしては、相手の核となる選手に自由なプレーをさせな
い、ボールを簡単にスイングさせずに3Pシュートを簡単に打たせないことが大事になってくる。前節から #0 エリック・マーフィー選手が出場できるようになったため、オフェン
ス・ディフェンス共にインサイドでの厚みが増し、得点のバリエーションも増えたためバランスのいい得点が期待できる。自分たちのやるべきディフェンスをチームとして実行
し、効率のいいオフェンスを展開していけば勝利を勝ち取ることができるだろう。前節からの勢いを止めることなくホーム連勝できるよう、チーム一丸となりゲームに臨みます。
月・火と平日開催のゲームにはなりますが、共に勝利を勝ち取るため沢山のご声援よろしくお願いいたします。(筆：AC佐野公俊)

NEXT HOME GAMES
GAME DAY SPONSOR

16:00 TIPOFF13:30 一般開場 11:00 一般開場 13:30 TIPOFF

1 1.7 [SAT]
GAME1 1 1.8 [SUN]

GAME2

H O M E
第 6 節 VS.  仙台 89ERS いわき市立総合体育館ARENA ■館内飲食OK（ビン・カン類持込禁止） ■土足禁止※上履きをご持参ください。 ■敷地内全面禁煙

いわき市

2
8
13
20

4
10
14

5
12
17

紺野 ニズベット 翔  SG/SF 192cm/93kg
栗原　　翼  PG/SG 180cm/82kg

坂井　レオ C/PF 195cm/102kg

イシュマエル・レーン  PF        203cm/117kg

ケイン・ロバーツ  PG/SG 187cm/81kg
岡田　優介  SG 185cm/81kg

久岡幸太郎  PG 180cm/81kg

仁平　拓海  PF　191cm/92kg
エリック・マッカーサー・ジュニア  PF　192cm/  92kg
綿貫　　瞬  PG　178cm/73kg

24 32髙木　慎哉  SG 187cm/84kg ナンナ・エグー  C　  211cm/113kg
40 ドゥレイロン・バーンズ  SG/SF　194cm/95kg 4 1 輪島　射矢  SG 176cm/78kg

MASCOT

99

ボンズくん
BONDS-KUN

出身地　　福島県
身長　　　150cmくらい

福島県の鳥”キビタキ”が
モチーフなんだ！
僕と一緒にチームを
熱く応炎しよう！

SF

21

菅野 翔太
SHOTA KANNO

出身校　　東北学院大学
出身地　　福島県二本松市
生年月日　1992/01/12
身長/体重　190cm/88kg

CAPTAIN
PG/SG

24

鈴木 大
DAI SUZUKI

出身校　　新潟経営大学
出身地　　山形県
生年月日　1990/09/12
身長/体重　183cm/80kg

VICE-CAPTAIN

SG

10

菊池 広明
HIROAKI KIKUCHI

出身校　　天理大学
出身地　　大阪府
生年月日　1992/12/14
身長/体重　184cm/79kg

OFFCOURT-CAPTAIN
8
PG

村上 慎也
SHINYA MURAKAMI

出身校　　九州共立大学
出身地　　福岡県
生年月日　1991/03/05
身長/体重　172cm/61kg

VICE-CAPTAIN

HC 東頭 俊典

10.19[MON]
GAME1 20 [TUE]

GAME2

TIME SCHEDULE PICK UP EVENTS

イベント情報 出演者情報

両日共に生ビールがワンコイン
￥500で楽しめる！BONDS 
PARKグルメエリアの“かつ丸”
ブースにて実施します！平日ナイ
ターゲームはバスケとビールで
思いっきり楽しもう！

夜になるとライトアップされる“
BONDS PARK FUN AREA”の
グルメエリアのブースが大集結
！飲食席もあるので、屋内とは
また違った雰囲気でアリーナ
グルメが楽しめます！

19日（月）は会場内“酪王ブース
”にお越しいただいた方に先着
で“バナナオレ”をプレゼントい
たします！たっぷりの生乳と生ク
リームで作ったコクのあるバナ
ナオレをこの機会に是非！

20日（火）ハーフタイムショー
では郡山市を中心に活動する
シンガー“MITCH-MAN（ミッ
チマン）”がライブパフォーマン
スを披露！熱いライブを見逃す
な！

16:00

16:40

16:45

16:50

17:00

16:35-17:50

18:00

18:19

18:24-18:55

18:56

19:00
試合中

21:00

チケット当日販売・引換開始

先行入場：ロイヤル会員

先行入場：プラチナ・ゴールド会員

先行入場：シニア・パープル・ジュニア会員

一般開場

両チームシューティングコート解放

オープニングイベント

福島ファイヤーボンズ選手入場(会場暗転)

選手アップ/DJタイム/オフィシャルパートナー紹介/ご挨拶

TIPOFF

ハーフタイム

2Q,4Qオフィシャルタイムアウト

試合終了予定、セレモニータイム

Ray-Glitters パフォーマンス /
レフリー、モッパー紹介 /両チームスターティング5

※当日の天候により野外出店が中止となる場合があります。予めご了承ください。 ※先着プレゼントは無くなり次第終了とさせて頂きます。

両日ともに試合中2Q、4Qオフ
ィシャルタイムアウトでは、プ
レゼント抽選タイムを実施しま
す！！このプログラム中面にシ
ールが付いていた方はプレゼ
ントGET! 「伝説のすた丼ブース」「真
仁ブース」でそれぞれの景品をプレゼント！

2Q、4Qオフィシャルタイムアウト
プレゼント抽選タイム

アリーナMC

MCテディ
アリーナDJ

DJ箭内健一
福島ファイヤーボンズ 
チアリーダーズ Ray-Glitters福島ファイヤーボンズ 
チアリーダーズ Ray-Glitters


