
おおいたホームタウン推進協議会
（タウスポおおいた）

PRESENTS

大分トリニータ
観戦ガイド

キックオフ
2時間

30分前

★シーズンパス
　優先入場開始!

※スケジュールの
　関係により変更あり

2
時間前

★一般入場開始!
　※スケジュールの関係により変更あり
★マッチデープログラム配布！
　その日のスタメン予想や対戦相手、
　イベントなどをチェック!
★西口広場やトラックでイベントが
　あるから、試合の前に大分トリニ
　ータのホームページで確認してね 

★ニータンのグリーティング（お出迎え）

スタジアムグルメも楽しみながら
★中津からあげ 600円
★ニータン焼き 2個 260円
★ター坊焼き 2個 300円
他にも美味しいグルメ
盛りだくさん！

40
分前

★ピッチ内練習開始
★アナウンスでスターティングメンバー発表!
★サポーターによる選手コール!
★ウォーミングアップツアーが開催されるこ
　ともあるよ! 詳しくは、大分トリニータの
　ホームページで確認してね

15
分前

★ピッチ内練習終了

10分～
5分前

★挨拶
★選手入場
★試合開始!
★ゴール裏のサポーターの応援に合わせて、

思いっきり応援しましょう!

イベント

※ウォーミングアップツアー
　トラック上で試合前の選手の練習を間近で見学できるツアー

ウォーミング
アップツアー

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

詳しくは、お気軽にお問合わせください。
株式会社大分フットボールクラブ
〒870-0126 大分市横尾1629 ＴＥＬ：097-554-2250

●団体割引、障がい者割引もあります。

2015 トリニータ特別割引券
トリニータシート（一般） 2,600円 ⇒1,600円
トリニータシート（小中高）900円⇒ 400円

申込内容（一般） 枚 枚（小中高）

住所・氏名を記入の上、当日券売場までお持ちください。

本券１枚につき、一般２枚・小中高２枚の合計４枚までを、割引価格でご購入いただけます。

住 所 （〒　　　　-　　　　）

氏 名

タウスポおおいた観戦ガイド限定特典!

お問合せ先

勝利限定
コール　大分よりの使者

一緒に闘おうぜ　誇りと夢を抱いて　
僕らは僕たちは　大分トリニータ
必ず勝利する　最強のチームなんだ　
最高で最愛の　大分トリニータ
ラララーラ　ララララーラ　・・・

 チームプロフィール 

チーム名の由来

クラブ設立年月日 チームカラー
1994年4月8日 ブルー、イエロー

2015 チームスローガン

監督・キャプテンから一言 

監督 田坂 和昭 
出身地／広島県　生年月日／1971.8.3

★おおいたホームタウン推進協議会とは

おおいたホームタウン推進協議会事務局
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号（大分市文化国際課内）

http://www.oita-hometown.jp/

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

　大分市には大分トリニータをはじめ、国内トップクラス
のリーグで活躍する大分三好ヴァイセアドラー（バレー
ボール）、バサジィ大分（フットサル）、大分ヒートデビルズ
（バスケットボール）の4チームがあり、これらおらがまちの
チームを競技の種目を超えて応援しようという組織です。
　より多くの皆さんに地元チームのことを知ってもらい、応
援する皆さんのネットワークが広がるような取り組みを進
めています。
　詳しくはホームページをご覧ください。

皆さんと一緒に戦い、優勝の喜びを分
かち合いたいです。今シーズンも応援
よろしくお願いします。

　チーム発足時に愛称は一般公募で、「トリニティ」に決定
しました。英語で三位一体を意味しており、県民、企業、
行政が力を合わせてチームを育てていく、という思いがこ
められています。クラブが法人化し、Ｊリーグ加盟に合わ
せて商標登録の関係から「トリニータ」に変更。トリニータ
は造語で「トリニティ・おおいた」を合わせたものです。

選手・監督・スタッフ、そしてトリ
ニータを愛する全ての人の想いが
ひとつとなり、大きな力に結集し闘
う。また、その想いや力、全てを込
めてボールを蹴り、ゴールを奪い、
そしてJ2優勝＝J1昇格を決める。

た 　 さ か 　 か  ず  あ  き

キャプテン ダニエル
出身地／ブラジル　生年月日／1982.5.30
優勝という目標を達成するため、精一
杯頑張りますので応援よろしくお願い
します。

その日のイベントに合わせた
衣装を着ているよ

観戦の流れ！チケット情報

  ★ニータン★
出身地 ： 別府市 亀川
誕生日 ： １２月１２日
背番号 ： ∞（無限大）
身　長 ： ８０カメートル

★リッジー★
2007年の後半戦のキャッチ
フレーズ「リベンジ16」に合
わせて登場したウサギの
キャラクター。ニータンから
は、「リッジー先輩」と呼ばれ
ている。

キックオフ!

たまに
登場する

よ

グルメ

◆ニータンブログ 「１・２ニータンにっき」
　http://onetwoneetan.junglekouen.com/
◆ニータン公式Twitter「ニータン(ほんもの)」
　アカウント @12neetan

★インターネットで購入

★店頭で購入

（パソコン・携帯電話）
●Jリーグチケット　http://jleague-ticket.jp/
●チケットぴあ　http://pia.jp/t/trinita/
●ローチケ.com (ローソンチケット)　http://l-tike.com/trinita/
●セブンチケット　http://7ticket.jp/g/000288
●CNプレイガイド　http://www.cnplayguide.com/soccer/
●e+（イープラス）　http://eplus.jp/trinita/

●チケットぴあ Pコード592-860　●CNステーション

●ローソン　 ●セブン-イレブン　 ●ファミリーマート
●サークルK・サンクス　 ●ミニストップ（一部店舗を除く）

●㈱大分フットボールクラブ（9:00～18:00）　☎097-554-2250
●クラブトリニータ（10:00～18:00）　　　　 ☎097-554-8811
●トキハ会館プレイガイド（トリニータシート・A席・SB席のみ）

チケットぴあ

コンビニエンスストア

その他店舗

ⓒOITA F.C.

チケット売り場

チケット売り場

 2015ホームゲーム日程
第 2 節 3月 15日 日 13:00 ファジアーノ岡山
第 5 節 4月 1日 水 19:00  FC 岐阜
第 7 節 4月 11日 土 16:00 アビスパ福岡
第 8 節 4月 19日 日 16:00 大宮アルディージャ
第 10 節 4月 29日 水㊗ 14:00 栃木SC
第 11 節 5月 3日 日㊗ 14:00 徳島ヴォルティス
第 13 節 5月 9日 土 16:00 横浜 FC
第 15 節 5月 24日 日 14:00 東京ヴェルディ
第 17 節 6月 6日 土 14:00 京都サンガ F.C.
第 19 節 6月 21日 日 18:00 ジェフユナイテッド千葉
第 22 節 7月 8日 水 19:00 水戸ホーリーホック
第 24 節 7月 18日 土 19:00 Ｖ・ファーレン長崎
第 26 節 7月 26日 日 18:00 ザスパクサツ群馬
第 28 節 8月 8日 土 19:00 愛媛 FC
第 30 節 8月 23日 日 18:00 セレッソ大阪
第 31 節 9月 13日 日 未定 ロアッソ熊本
第 33 節 9月 23日 水㊗ 未定 ギラヴァンツ北九州
第 35 節 10月 4日 日 未定 カマタマーレ讃岐
第 38 節 10月 25日 日 未定 コンサドーレ札幌
第 39 節 11月 1日 日 未定 ツエーゲン金沢
第 42 節 11月 23日 月㊗ 未定 ジュビロ磐田

座席種類 前売 当日 摘要
ＳＳ指定席 5,200円 5,700円 全席指定
Ｓ指定席 4,200円 4,700円 全席指定
ＳＡ指定席 3,100円 3,600円 全席指定
ＳＢ席（一般） 3,100円 3,600円 ブロック自由席
ＳＢ席（小中高） 1,100円 1,400円 ブロック自由席
ＳＣ席（一般） 2,600円 3,100円 ブロック自由席
ＳＣ席（小中高） 800円 1,100円 ブロック自由席
Ａ席（一般） 2,600円 3,100円 ブロック自由席
Ａ席（小中高） 800円 1,100円 ブロック自由席
トリニータシート（一般） 2,100円 2,600円 自由席
トリニータシート（小中高） 600円 900円 自由席
ビジターシート（一般） 2,100円 2,600円 自由席
ビジターシート（小中高） 600円 900円 自由席
車椅子席 販売なし 2,100円 ―



Ｊ2

Ｊ3

タウスポおおいた観戦ガイド限定特典!

Ｊリーグを知ろう！

　1993年に10クラブで開始し、1998年までは1部のみの「Ｊ
リーグ」として最大で18クラブで開催。1999年からＪリーグ
ディビジョン1（Ｊ1）とＪリーグディビジョン2（Ｊ2）の2部制
に移行、2014年からはＪリーグ準加盟クラブからなるＪリー
グディビジョン3（Ｊ3）を創設しました。

３年ぶりにトリニータへ復帰した“三平和司選手”と抜群の運動量を
誇る新加入の“石川大徳選手”。この２人はピッチの内外でチームを
盛り上げるムードメーカー。今年のトリニータの主役はこの2人だ!!

今シーズン、トリニータU-18から将来性豊かな3選手がトップチームへ昇格しました。
無限の可能性を秘めた新戦力の活躍に期待しましょう。

プロ選手の迫力あるトレーニングを間近で見ることができます。
サインや握手のチャンスがあるかも。ぜひ訪れてみてください。

どうすればＪ１に昇格できるの？
●Ｊ2リーグ戦における年間順位が、1位～2位のクラブは自動昇格。
●Ｊ2リーグ戦における年間順位が、3位～ 6位のクラブのうち、Ｊ1ク

ラブライセンスが付与されているクラブは、Ｊ1昇格プレーオフ出場。
優勝クラブ（1クラブ）がＪ1昇格。

Q

Ｊリーグって？Q

三平 和司 選手
みつ　 ひら　　 かず　　し

仙台・山形・鹿島・浦和・柏・Ｆ東京・
川崎・横浜ＦＭ・湘南・甲府・松本・
新潟・清水・名古屋・Ｇ大阪・神戸・
広島・鳥栖

札幌・水戸・栃木・群馬・大宮・千葉・
東京Ｖ・横浜ＦＣ・金沢・磐田・岐阜・
京都・C大阪・岡山・讃岐・徳島・愛媛・
福岡・北九州・長崎・熊本・大分

盛岡・秋田・福島・町田・YSCC横浜・
相模原・長野・富山・藤枝・鳥取・山口・
琉球・JリーグU-22選抜（特別参加枠）

Ｊ１
（18チーム）

Ｊ１

Ｊ2
（22チーム）

Ｊ３
（１3チーム）

JFL

地域リーグ

都道府県リーグ

Ｊリーグ

アマチュア

J1昇格プレーオフ

決勝

準決勝は年間順位上位の
ホームで開催。90分で同
点の場合、年間順位上位
チームの勝利。

■本券1枚につき表面ご記入枚数分（一般2枚、小中高2枚合計
4枚まで）を割引価格で購入いただけます。

　（一般1枚 1,600円・小中高1枚 400円）
■表面の住所・氏名をご記入の上、西・東当日券売場までお持

ちください。　
■当日券売場はキックオフの3時間前から販売いたします。
■トリニータシートの前売券及び当日券が完売の場合は本券を

使用することができません。
■天皇杯、J1昇格プレーオフ等ではご利用できません。
■個人情報は大分トリニータからのご案内のみに使用させてい

ただきます。

1位  J1自動昇格
2位  J1自動昇格
3位  プレーオフ
4位  プレーオフ
5位  プレーオフ
6位  プレーオフ

J1昇格

3位 6位 4位 5位

ⓒOITA F.C.

◆生年月日：1988.1.13
◆出身地：神奈川県
◆身長／体重：175cm ／ 70kg
◆前所属チーム：京都サンガF.C.
◆ニックネーム：さんぺい
◆トリサポの印象：サイコーだろ(^O^)
◆大分市のココが好き：全部だよ(^^♪
◆大分に帰って来て大分市の印象：
　駅キレイになったネ(^^)v

3番のりば

大分駅

197

10

大分
フォーラス

マクドナルド大分店
トキハ

お車をご利用の方

 

シャトルバスをご利用の方
■試合当日、開門30分前（キックオフ

3時間前）から、キックオフ10分前
まで、大分駅北口（府内中央口）マク
ドナルド前３番乗り場より10～15分
間隔で運行されます。料金は大人
360円、小人180円（片道）

■「大分米良IC」を降りて、国道10号大分南バイパスへ。「米良南IC」
から国道197号大分南バイパスに乗り、「大分スポーツ公園東IC」
から北上。

■「大分宮河内IC」で国道197号大分南バイパスに出て、「大分スポー
ツ公園東IC」から北上。 

主役はオレだ！ 輝け★成長を続ける昇格トリオ

27 FW 坂井 大将 選手
さか　 い　　 だい　 すけ

ⓒOITA F.C.

◆生年月日：1997.1.18
◆出身地：長崎県長崎市
◆身長／体重：165cm ／ 59kg
◆経歴
［小］JFCレインボー長崎（長崎市立矢上小）
［中］大分トリニータU-15（大分市立明野中）
［高］大分トリニータU-18（大分東明高校）
※2014シーズン　トップチーム2種登録

28 MF

石川 大徳 選手
いし　 かわ　　ひろ　 のり

ⓒOITA F.C.

◆生年月日：1988.1.6
◆出身地 ： 東京都
◆身長／体重：170cm ／ 65kg
◆前所属チーム：ベガルタ仙台
◆ニックネーム：ノリ、ヒロ
◆トリサポの印象：笑顔が似合う(*^_^*)
◆大分市のココが好き：穏やか(^.^)

23 DF

プライベートを探る！

Q お休みの日はどなたと過ごしていますか？

Q 大分市内のおすすめスポットは？

Q 大分市内の好きな飲食店は？

Q 今気になっていることは？

三平 石川A 一人だよ(-_-;) A 嫁(^_^)

三平 石川A どう考えても「明野」だろ(^_-) A 自分の家(^^ゞ

三平 石川A 風車と永楽庵だろ(^^)v A 開拓中☆

三平 石川A ないっス( ﾟдﾟ) A 家の周りの
　  美味しい店はどこか(^o^)

〒870-0125 大分市松岡6841番地
大分スポーツクラブ練習場

※練習日程・見学のルールについては、事前に大分トリニータHPでご確認ください。

A① 別府 A② ニータン（理由：かわいいから） A③ 温泉 A④ とり天
A⑤ 宮じま A⑥ 人生 A⑦ 音楽を聴く、DVDを観る A⑧ 別府 A⑨ 明るい 
A⑩ 明るい A⑪ よろしくお願いします。共に頑張りましょう！

昇格トリオに聞いた！
～11の質問～

U-15

ⓒOITA F.C.

姫野 宥弥 選手
ひめ　 の　　　ゆう　 や

ⓒOITA F.C.

◆生年月日：1996.9.27
◆出身地：大分県大分市
◆身長／体重：164cm ／ 58kg
◆経歴
［小］大分トリニータサッカースクール南大分校
　　 →大分トリニータU-12（大分市立賀来小）

［中］HOYO AC ELAN大分U-15（大分市立賀来中） 
［高］大分トリニータU-18（大分東明高）

24 MF

A① 温泉 A② ニータン（理由：一番かわいい） A③ 落ち着く A④ しいたけ 
A⑤ 宮じま A⑥ 小さい頃からの目標 A⑦ 寝る A⑧ 自宅 A⑨ 運動量
A⑩ 声を出す、運動量、ボールを奪う A⑪ 早く試合に出てチームの力にな
れるように頑張るので、共に戦いましょう！

昇格トリオに聞いた！
～11の質問～

昇格トリオに聞いた！
～11の質問～

U-12

佐藤 昂洋 選手
さ　　とう　　 こう　 よう

ⓒOITA F.C.

◆生年月日 ： 1996.4.14
◆出身地 ： 大分県大分市
◆身長／体重 ： 179cm ／ 65kg
◆経歴
［小］大分トリニータサッカースクール駄の原校
　　 →大分トリニータU-12（大分市立大道小）

［中］大分トリニータU-15（大分市立王子中）
［高］大分トリニータU-18（大分東明高）

25 DF

A① 大銀ドーム A② ニータン（理由：1番かわいい） A③ 豊か A④ 吉野の
とりめし A⑤ 宮じま A⑥ 憧れ A⑦ 部屋でゴロゴロする A⑧ 第二食道園
A⑨ 身長（笑）、空中戦 A⑩ 守備と攻撃参加 A⑪ Ｊ2優勝だけを目指して、
チーム一丸となって最後まで戦い抜きます。僕達に力を貸してください！

昇格トリオに聞いた！
～11の質問～

U-12

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

今年の

今年の主役

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

要チェック！

Ｑ① 大分の好きなところは？
Ｑ② 大分県のゆるキャラの中（ニータ

ン含む）で一番好きなのは？

Ｑ③ 大分を一言で表すと？
Ｑ④ おすすめの大分の食べ物は？
Ｑ⑤ 行きつけ、お気に入りのお店は？
Ｑ⑥ あなたにとっての大分トリニータとは？
Ｑ⑦ 休日の過ごし方は？

Ｑ⑧ 本当は教えたくない大分のおすす
めスポットは？

Ｑ⑨ 昇格トリオの中でこれだけは負け
ないところは？

Ｑ⑩ 自分のアピールポイントは？
Ｑ⑪ 大分市のみなさんへ一言！

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

練習を見学に行こう！選手を身近に!!

スタジアムアクセス

※駐車場の数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。


