
3/8日 ブラウブリッツ秋田VS第1節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

3/15日 カターレ富山VS第2節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

3/29日 カマタマーレ讃岐VS第4節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

Ｊ3 ホームゲーム情報

4/5日 ガイナーレ鳥取VS第5節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

4/26日 ヴァンラーレ八戸VS第7節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

2020シーズン始動！！2020シーズン始動！！
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福島レッドホープス

お問い合わせお問い合わせ
㈱Y.O.A 福島野球団 福島レッドホープス
TEL.024-923-1789　WEB:https://red-hopes.com/
㈱Y.O.A 福島野球団 福島レッドホープス
TEL.024-923-1789　WEB:https://red-hopes.com/

お問い合わせ

株式会社AC福島ユナイテッド　TEL.024-573-8203 FAX.024-573-8204  WEB:https://fufc.jp/ 

楢葉町に福島レッドホープスが
やってくる！

福島レッドホープス春季キャンプin楢葉
期間 キャンプ地／

SOSO.Rならはスタジアム
（双葉郡楢葉町大字大谷字上ノ原地内）

3/22日 12時半～

3/21土 12時半～野球教室&サイン会
練習終了後、球場で選手・コーチが
直接指導&サイン会！

オープン戦開催3/20金・　 13時～祝

福島全域を拠点に活動しているプロバスケ
ットボールチーム福島ファイヤーボンズは
創立6年目。福島県内出身者だけではなく、
全国各地から集まった選手やスタッフが
「自分たちの姿を見て少しでも福島県の方
たちが何かを感じてくれたら嬉しい」とい
う想いで試合や地域活動に励んでいます。
今まで以上に会場をフクシャパープルでい
っぱいにして、福島一丸となって福島県のプ
ロスポーツ文化を根付かせましょう!!

福島ファイヤーボンズ

3/7土・8日

3/14土・15日

バンビシャス奈良VS

7土13:30開場 16:00開始
8日11:00開場 13:30開始

14土15:30開場 18:00開始
15日11:00開場 13:30開始

仙台89ERSVS群馬ダイヤモンドペガサスVS

富士通アイソテックベースボールクラブVS

ホームゲーム情報

福島トヨタクラウンアリーナ（土足厳禁）
会 場

宝来屋郡山総合体育館（土足OK）
会 場

3/21土・22日
21土15:30開場 18:00開始
22日11:00開場 13:30開始

山形ワイヴァンズVS

宝来屋郡山総合体育館（土足OK）
会 場

お問い合わせ

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）

TEL.024-927-0777　
WEB:https://firebonds.jp/ 

福島ユナイテッドFCの公式サポーターズクラ
ブ「クラブユナイテッド～Club United～」会
員様限定の特典や楽しいイベントが盛りだく
さんです！
福島ユナイテッドFCの一員とし
てクラブを、そして福島を一緒
に盛り上げて行きましょう！詳細
はこちらのQRより！

クラブユナイテッド
会員募集中！

福島市・会津若松市を中心とする福島県全域をホームタウンとする、
日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟するサッカークラブ。チー
ム名にある「UNITED」は、「結ばれた、団結した、統一した」の意味に
由来し、チーム・選手・スタッフ・サポーター、そして福島が“ひとつ”と
なり、福島の発展・活性化の為に活動していくことを表現しています。
今シーズンも松田岳夫監督のもと、FUKUSHIMASTYLEで勝利を
目指します！ 

2020年3月23日（月）～26日（木）

コラッセふくしま 1階 アトリウム

参加ご希望の方は、右記のお電話まで　TEL.024-955-2497　　「アケビつる工房」 籠田　西坂までお気軽にお問い合わせください

アケビつる・山ブドウ蔓細工
展示販売&体験教室

アケビつる籠作り

申し込み制　　各回5人程度
参  加  費　　材料代のみ 2,000円

日時

会場

午後の部：13時～午前の部：10時～

山ブドウペンダント作り

申し込み制　　1日5人程度
参  加  費　　材料代のみ 2,000円

午後の部：13時～午前の部：10時～

東京2020聖火リレー
福島市・県内ルート案内

■■■■■ 聖火リレー詳細スケジュール ■■■■■

市区町村名 出発予定地 　      　　    到着予定地

市区町村名 出発予定地 　      　　    到着予定地

市区町村名 出発予定地 　      　　    到着予定地
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12：50スタート
信夫ケ丘競技場

14：02ゴール
県庁西庁舎前

とうほう・みんなの
文化センター
（福島県文化センター）

附属
小学校
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新浜公園

音楽堂

競馬場

福島市（約4.8㌔）

　あなたの街にも聖火がやってくる－－。
　今夏の東京五輪の聖火リレーが3月26日、楢葉町のＪヴィレッジをスタートする。福島県内では26～28日の3日間
をかけ、26市町村で約260人のランナーが聖火を掲げて総延長約50キロを駆け抜けます。
　聖火リレー全体のグランドスタートとなるＪヴィレッジの最初のランナーは、東日本大震災の発生した2011年に
サッカー女子ワールドカップで初優勝し、日本に元気と勇気を与えた「なでしこジャパン」のメンバー。初日の26日は
主に浜通りの市町村で聖火リレーが行われ、福島の復興と現状を発信します。
　福島市を走るのは3月27日。信夫ケ丘競技場をスタートし、国道115号、市道太平寺・山口線を南下して市役所前を
通り、さらに市道杉妻町・御山線を南下して県庁西庁舎前県民広場にゴール。具体的なランナーや走行区間は3月上
旬に発表されます。

Jヴィレッジ駅前
みんなの交流館ならはCANvas
広野駅東口
いわき芸術文化交流館アリオス前
川内村立川内中学校
大熊町役場本庁舎
調整中
富岡町立富岡第一中学校
葛尾村復興交流館あぜりあ
福島水素エネルギー研究フィールド
雲雀ヶ原（ひばりがはら）祭場地

Jヴィレッジ　9番ピッチ
楢葉町役場
福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校
いわき陸上競技場
双葉地方広域市町村圏組合消防本部 富岡消防署川内出張所
常磐自動車道高架下付近
調整中
富岡駅前
みどりの里ふれあい館
福島ロボットテストフィールド（浪江滑走路・滑走路附属格納庫）

南相馬市役所

楢葉町・広野町
楢葉町
広野町
いわき市
川内村
大熊町
双葉町
富岡町
葛尾村
浪江町
南相馬市

3月26日（木） セレブレーション会場：南相馬市　雲雀ヶ原(ひばりがはら)祭場地
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相馬駅前
いいたて村の道の駅までい館
釣師（つるし）防災緑地公園
川俣町立山木屋中学校
福島県庁西庁舎前県民広場
葉山中央駐車場
第一只見川橋梁展望台（スポットD）

三島町観光協会駐車場
喜多方プラザ文化センター駐車場（蔵の里前）

鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西出丸）

相馬中村神社
飯舘村交流センターふれ愛館
観海堂公園
とんやの郷（さと）

信夫ケ丘競技場
葉山第3ファミリーリフト横
第一只見川橋梁展望台（スポットD）

三島町立三島中学校
東四谷入口交差点（おたづき蔵通り） 

馬場道下交差点（中央通り）

相馬市
飯舘村
新地町
川俣町
福島市
猪苗代町
三島町
三島町
喜多方市
会津若松市

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

3月27日（金）

3/
27金

セレブレーション会場：会津若松市　鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西出丸）

猪苗代町では、猪苗代のスキー場において、スキーによる聖火リレーの実施を予定。

南会津町消防団田島支団 第1分団第1部
食堂前
白河小峰城
 須賀川市役所
古道体育館
英国庭園
開成山公園自由広場

びわのかげ運動公園健康交流センター　
大内宿駐車場
しらかわカタールスポーツパーク（白河市総合運動公園）陸上競技場
栄町東交差点（須賀川二本松線）

都路大橋付近
白沢公民館前ふれあい夢広場
郡山駅西口駅前広場

南会津町
下郷町
白河市
須賀川市
田村市
本宮市
郡山市

→
→
→
→
→
→
→

3月28日（土） セレブレーション会場：郡山市　開成山公園自由広場

2020年シーズンは、この2選手に注目！

鈴木　駿輔（すずき　しゅんすけ） 投手
背番号１１　※在籍2年目　1998年6月12日生 
184㎝ 82㎏　右投右打　AB型　東京都出身
～経歴～
経歴：聖光学院高校－青山学院大学（中退）

齋藤　郁也（さいとう　ふみや）投手
背番号２１ ※在籍2年目　1999年7月28日生
174㎝ 73㎏　右投左打　O型　
福島県いわき市出身
～経歴～
経歴：聖光学院高校－青山学院大学（中退）

齋藤　郁也（さいとう　ふみや）投手
背番号２１ ※在籍2年目　1999年7月28日生
174㎝ 73㎏　右投左打　O型　
福島県いわき市出身
～経歴～
経歴：聖光学院高校－青山学院大学（中退）
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2020年3/15（日）～23（月）


