
チームプロフィール

監督から一言

★おおいたホームタウン推進協議会とは
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よし　たけ　　しげ　ろう

大分県大分市
1976.5.7
2007-2014
バサジィ大分コーチ

　大分弁で「すごい」という意味の「ばされー、ばさねー」と、
「俊敏な」という意味の「さじい」を合わせた造語。大分名物
の「アジ」「サバ」の音も含んでいる。

Q旅行先として行ってみたい所は？　　　　　　A沖縄
Q自分のチームで敵にまわしたくない選手は？　A全員

新たな気持ちで「立ち上がる」。
最後まで絶対に諦めない！

平成18年9月25日
チーム名の由来

2015 / 2016チームスローガン

Stand Up!!

クラブ設立年月日

オレンジ
チームカラー

スローガンの意味

　大分市にはバサジィ大分をはじめ、国内トップクラスのリーグで活躍する大分トリニー
タ（サッカー）、大分三好ヴァイセアドラー（バレーボール）、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。

　今シーズンは、今まで以上に面
白いフットサルをファンの皆さんに
お見せできるように頑張ります。
　是非とも会場に足を運んでいた
だき、バサジィ大分への応援をよ
ろしくお願いします。

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/
検索おおいたホームタウン推進協議会

おおいたホームタウン推進協議会
（タウスポおおいた）

PRESENTS

バサジィ大分
観戦ガイド

ホームゲーム日程
＊各節とも 13：00キックオフ　開場 11：30

場　所 発売日 ローソン
Lコード Pコード

第13節 7 /12 日 フウガドールすみだ 大分県立総合体育館 6/5金 85065

592-588

第15節 8 /30日 名古屋オーシャンズ ビーコンプラザ
7/5日

85066

第16節 8 / 8 土 湘南ベルマーレ べっぷアリーナ 85067

第17節 9 / 5 土 シュライカー大阪 べっぷアリーナ
8/5水

85068

第20節 9 /19 土 ペスカドーラ町田 大分県立総合体育館 85069

第22節 10/ 4 日 デウソン神戸 大分県立総合体育館

9/5土

85070

第24節 10/18 日 ヴォスクオーレ仙台 べっぷアリーナ 85071

第27節 10/31 土 アグレミーナ浜松 ビーコンプラザ 85072

第28節 11/ 8 日 府中アスレティックFC 大分県立総合体育館 10/5月 85073

※AFCクラブ選手権のため、日程が変則になっています。

※



サッカー フットサル

競技
人数

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5

競技
時間

45分ハーフ
（ランニングタイム）

20分ハーフ
（プレイングタイム）

ゴール
サイズ

7.32m

2.44m

3m

2m

ピッチ
サイズ
表面

68×105m　芝 20×40m 木・人工材質

ボール
靴

●5号球
●スパイク

交代

オフ
サイド あり なし

●4号球
（ローバウンド）
●体育館
　シューズ

自由。ピッチ内の5人とベ
ンチの交代要員がいつでも
入れ替わることができる。

アウトオブプレーの時、
審判の承認を得て交代は
3人まで。

注目

サッカー フットサル

タイム
アウト なし

プレー
再開

ボールがタッチラインを越えた場合

スローイン
キックイン

攻撃側がボールをゴールラインから出した場合

退場 補充できない

5ファール なし

チームファールが6個目か
らは、第2ペ ナ ルティー
マーク（10ｍの位置）から
直接フリーキックとなる。
累積ファールはハーフタ
イムで0に戻る。

反則を犯した選手が退場と
なった場合、チームはその
選手の退場後に失点する
か、2分が経過するとベン
チから選手を補充できる。

各チーム、前後半1回ずつ
1分間のタイムアウトを要
求できる。ベンチに帰って
休憩をとり、戦術の確認
ができる。

ゴールキーパーがペナル
ティエリア内から手で投げ
て再開する。

ゴールキックで再開する。

サッカーとフットサルの違いFリーグを知ろう！

　Fリーグとは、日本フットサル連盟によって
2007年に創設された全国リーグのこと。
◆正式名：日本フットサルリーグ
　Fリーグの「F」は「フットサル（Futsal）」の頭
文字だけでなく、「Fight」「Fun」「Friend」「Fair 
Play」「Future」という意味も込められている。
　2015-2016シーズンは、全12チームによる3
回戦総当たりのリーグ戦（ホーム＆アウェイ方
式、セントラル方式）を行い、プレーオフで優勝
チームを決定します。

　シーズン5位以内に入ったチームがプレーオ
フ進出。シーズン2位－5位、3位－4位が1回
戦（1stラウンド）1試合を戦い、それぞれの勝
者チームが準決勝（2ndラウンド）に進出。準決
勝の勝者チームがシーズン１位との決勝（2試
合）を戦う。
　シーズン1位は1勝のアドバンテージが与え
られるため、下位チームが優勝するには4勝す
ることが必要!!
　リーグ戦順位1位クラブにはAFCフットサル
クラブ選手権の出場権が与えられる。

2位 5位 3位 4位 1位

優 勝

「Fリーグ」って？ 観戦の流れQ

「プレーオフ」って？Q

キックオフ
1時間
30分前

★開場!
★

（お出迎え）

★試合ごとにイベントあり！
試合前にホームページで確認してね！

★バサル勝つバーガー ★ 中津からあげ
★選手弁当 500円

1時間前

ハーフ
タイム

★両チーム練習開始!

10分前 ★選手入場

★ハーフタイムイベント

★サインボール投げ

★ 選手コールのお客様にはプレゼントがあるよ!!

★試合開始!
★ 思いっきり応援して勝利へ導きましょう！

試合
終了後

★試合終了!
★ フラッシュインタビュー!
★ Stand Up企画（勝利時のみ）

プレゼントを賭けたじゃんけん大会
★ サイン会（試合後、2,3名実施）
★ XEBIO for Kids（対象:中学生以下）

入場時に配布したキッズ抽選券から抽選で2名に
ボールをプレゼント

★ Goal for Hope（対象: 全員）
ゴール数に応じてマスコットボールをプレゼント

他にも
美味しいグルメ
盛りだくさん！

試合開始前
イベント

グルメ

キックオ
フ!

©2012 Oita Sports Project Inc.
All rights reserved

http://vasagey.com/info/news/homegame

※内容は毎試合ごとに変わります。

©2006 Oita Sports 
   Project Inc. 
   All rights reserved

日程は、
1/4～1/10

フットサルとは、スペイン語の“Futbol de salon”（室内で行うサッカー）を略したもの。
日本では、1970年代にミニサッカーとして始まりました。
一見、サッカーに似ているフットサルですが、サッカーとは一味違った魅力も盛りだくさん！

ポ
ジ
シ
ョ
ン

サッカーで言うFW的なポジション。
主に相手ゴール前や、最前線に位置
し、後方からの味方のボールを受けて
ポストプレーをしたり、シュートを
打ってゴールを決めるなど、攻撃中心
で動きます。

サッカーで言うセンターバックです。
後方で相手チームの攻撃を防ぐだけ
でなく、攻撃の時は前線に上がりゲー
ムをメイクしたり、ロングシュートも
狙ったりします。

ALAとはサイド（側）の意味で、サッ
カーで言うMF的ポジションの事。攻
撃と守備に精力的に動き回り、スピー
ドと豊富な運動量が要求されるポジ
ションです。

ゴールキーパー（GK）のこと。試合の
状況により、攻撃にも積極的に参加す
る重要なポジション。ゴレイロを含む
全員で攻撃することはパワープレーと
呼ばれます。

PIVO

PIVO（ピヴォ）

ALA（アラ）

（ピヴォ）

ALA（アラ）

FIXO（フィクソ）

GOLEIRO（ゴレイロ）

7 山口敬太 8 西原信彦 10 仁部屋和弘 14 白方秀和 9 田辺 陸 15 森村孝志 23 芝野創太 18 松山竜二

1 檜山昇吾 2 青柳佳祐 22 岩永汰紀 6 長島維吹 11 ディドゥダ 17 齊藤秀人 4 田村龍太郎 5 北川 祐

GOLEIRO

NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

GOLEIRO GOLEIRO ALA／FIXO ALA／FIXO ALA／FIXO ALA ALA

ALA ALA ALA ALA PIVO／ALA PIVO／ALA PIVO／ALA PIVO

FIXO
（フィクソ）

GOLEIRO
（ゴレイロ）

選手と身近にふれあえるチャンス！

ⓒ2015 Oita Sports Project Inc. All rights reserved

※4秒ルール
　あり

バサルによるグリーティング



大分市出身　バサジィ戦士

仁部屋 和弘 選手
◆ 生年月日：1987.12.13
◆ 小学校：大分市立城南小学校
◆ 中学校：大分市立城南中学校
◆ 高　校：柳ヶ浦高等学校
◆ 身長 /体重：175cm / 73kg
◆ 血液型：A型
◆ ニックネーム：ニブ・カズ

10 ALA

コンスタントに力を発揮2015シーズン目標

に　　ぶ　　や　　  かず　ひろ

白方 秀和 選手
◆ 生年月日：1988.9.28
◆ 小学校：大分市立中島小学校
◆ 中学校：大分市立碩田中学校
◆ 高　校：大分舞鶴高等学校
◆ 大　学：大分大学
◆ 身長 /体重：176cm / 72kg
◆ 血液型：A型
◆ ニックネーム：シラ

14 ALA

チャンスを決める2015シーズン目標

しら　かた　　 ひで　かず

青柳 佳祐 選手

チーム創設時から活躍するバサジィ大分の守護
神。今季はコーチも兼任し、ピッチの内外でチー
ムを支える。安定感抜群のセービングと持ち味
である攻撃的プレーが魅力。

フットサル日本代表でも「背番号10」として活躍す
る、チームが誇る絶対的エース。今季は3季ぶりに
キャプテンとしてバサジィ大分を引っ張る。日本トッ
プクラスのキープ力とドリブル突破力は要チェック！

Fリーガーと大学生の二足のわらじを履く期待の
ルーキー。持ち前のスピードとフィジカルの強
さを武器に果敢にゴールを狙う。大学生Fリー
ガーの成長に注目！

攻守でチームに貢献できるバランスのとれた選
手。名古屋で研鑽を積み、2年ぶりにバサジィ大
分に復帰。元日本代表の経験を活かしたエース
級の活躍が期待される。

◆ 生年月日：1986.1.22
◆ 小学校：大分市立豊府小学校
◆ 中学校：大分市立南大分中学校
◆ 高　校：大分東明高等学校
◆ 身長 /体重：178cm / 79kg
◆ 血液型：B型
◆ ニックネーム：ヤギ

2 GOLEIRO

優勝!!2015シーズン目標

あお　やぎ　　 けい　すけ

山口 敬太 選手
◆ 生年月日：1996.6.20
◆ 小学校：大分市立大在西小学校
◆ 中学校：岩田中学校
◆ 高　校：岩田高等学校
◆ 大　学：大分大学
◆ 身長 /体重：168cm / 68kg
◆ 血液型：A型
◆ ニックネーム：ケイタ

7 ALA

コンスタントに試合に出る2015シーズン目標

やま　ぐち　　 けい　  た

選手に聞いた！3つの質問　　 Q①旅行先として行ったみたい所は？　　Q②好きな映画は？　　Q③自分のチームで敵にまわしたくない選手は？

キャプテンコーチ兼任

新加入新加入

選手に聞いた！3つの質問

A①スイス
A②ノッティングヒルの恋人
A③ディドゥダ 選手

選手に聞いた！3つの質問

A①モルディブ
A②ドラえもん
A③みんな

選手に聞いた！3つの質問

A①カナダ
A②マジックアワー
A③仁部屋和弘 選手

選手に聞いた！3つの質問

A①アメリカ
A②ジブリ
A③仁部屋和弘 選手

おれたち
は

ヒーロー
になるん

だ！

◆小学校：大分市立明
野東小学校

◆中学校：大分市立明
野中学校

◆高　校：大分高校

よし  たけ　　しげ  ろう

吉武 茂郎 監督

ⓒ2015 Oita Sports Project Inc.
All rights reserved

ⓒ2015 Oita Sports Project Inc.
All rights reserved

ⓒ2015 Oita Sports Project Inc.
All rights reserved

ⓒ2015 Oita Sports Project Inc.
All rights reserved

詳しくは

最終ページを

見てね



試合会場アクセスチケット情報

★学生チケット

★チケットパック10

チケットの購入方法

ホームゲームチケット
当日引換券（大人）
10枚綴り

ホームゲーム限定の
お得なチケット！

★SuperSports XEBIO　Fリーグ2015/2016 

（1）ローソンチケット（Lコードは試合毎に設定）
■インターネット販売
インターネット・モバイル予約ローチケ.com  
http://l-tike.com/
※サービス料として108円が課金されます。
■電話予約

0570-084-008（Lコード必要／24時間受付）
※販売初日のみ10時からの販売となります。
※コンピューター受付、プッシュ回線専用です。
※サービス料として216円が課金されます。
■お客様インフォメーション

0570-000-777（10:00～20:00）
※PHS・一部携帯・ケーブルTV接続電話・IP
電話使用不可
■店頭販売
全国のローソンおよびローソンチケット取り扱い
プレイガイドにて、直接ご購入できます。
※サービス料として108円が課金されます。

（2）チケットぴあ（Pコード592-588)

■インターネット販売
チケットぴあホームページ  http://t.pia.jp/

■電話予約
0570-02-9999（24時間受付）
■お客様インフォメーション

0570-02-9111（24時間対応／オペレーター対
応は10:00～18:00）
■店頭販売
〈セブンイレブン 24時間対応／一般販売初日の
取り扱いは10:00から〉
〈サークルK・サンクス 7:00～23:00／一般販
売初日の取り扱いは10:00から〉
〈ぴあのお店  営業時間は店舗により異なります〉

（3）クラブ事務所
月～金（祝日除く）10:00～16:00
クラブ事務所にて、直接 現金販売のみの取り扱い。

（4）OSP鍼灸整骨院（営業時間のみ販売）
OSP鍼灸整骨院にて、直接 現金販売のみの取
り扱い。

（5）当日券販売
キックオフ２時間前より、ホームゲーム会場入場
口のチケットカウンターにて販売。

大人 前売1,500円・当日2,000円　小・中学生 前売・当日500円全席自由席

対象：高校生、大学生、専門学校生
内容：ホームゲーム会場のチケットカウンターで、

当日券大人チケット（2,000円）が1,000円
で購入可能。

条件：チケットカウンターで当日券を購入の際、
本人の学生証を提示。

■販売価格
12,000円（税込）
■販売数
限定100セット
■有効期限
ホーム開幕戦から
ホーム最終戦まで
■販売期間
※販売数に達し次第販売終了
■取扱場所
⑴ クラブ事務所
月～金曜日（祝日を除く）10:00～18:00

⑵ OSP鍼灸整骨院　営業時間に準じて販売
⑶ ホームゲーム会場

11:00より入場口横チケットカウンターにて販売

テレビ大分（TOS）
毎週日曜日 放送 
午前10:55～11:00

大分県立総合体育館
〒870-0908  大分市青葉町1番地  大洲総合運動公園内
TEL 097-551-1511

JR大分駅から4km

大分駅前5番のりば
大洲総合運動公園行き ⇒ 大洲総合運動公園前

大分 ICより、約25分

ビーコンプラザ
〒874-0828  大分県別府市山の手町12番1号
TEL 0977-26-7111

JR別府駅から西へ
1.3km（徒歩15分）

JR別府駅西口のりば3
③扇山線 ⇒ ニューライフプラザ・ビーコンプラザ前
⑧浜脇・観海寺線 ⇒ ニューライフプラザ・ビーコンプラザ前

別府 ICより別府市街地方面へ
約10分

べっぷアリーナ
〒874-0902  別府市青山町8番37号
TEL 0977-21-2323

JR別府駅から西へ
1km（徒歩10分）

JR別府駅西口のりば3
⑧浜脇・観海寺線 ⇒ べっぷアリーナ前

別府 ICより別府市街地方面へ
約10分

表紙をご覧ください

名　　前
背 番 号
生年月日
血 液 型
出 身 地

バサル 
13
2007.4.1
V型
高崎山
（大分県大分市）

©2006 Oita Sports Project Inc. All rights reserved

会場では一緒に写真を
撮ることもできるよ！

マスコットキャラクターマスコットキャラクター

無料駐車場 有料駐車場P P

ホーム
アリーナ

準ホーム
アリーナ

ホームゲームの際は、
入場口にてお客様をお出迎
えしています！

8,000円も
　お得!!

バサジィ大分の試合情報やイベント情報、
気になる選手の素顔などが満載！
サポーター必見のマストプログラム!!

テレビ番組
4ch

明星国際
ビューティー
カレッジ

新日鐵住金

大分県社会
福祉協議会

セブンイレブン

大分県立
総合体育館 裏川

九州運輸局

大分商業高校
40m道路

大分市営
陸上競技場

P

P

P

P

P

P

大
分
川

べっぷ
アリーナ

別府公園

グローバルタワー

別府市役所

ニューライフプラザ

市民
体育館

GS

青
山
通
り

富
士
見
通
り

P

P

P

P

P

ビーコンプラザ

別府中島
郵便局

野口病院
別府公園

別府市立
青山幼稚園別府市立

青山小学校

別府
簡易裁判所

ジョイフル

流
川
通
り

至
10
号
線

至
10
号
線

ハローワーク
別府

マックスバリュ

P

P

べっぷアリーナ P

大洲総合
運動公園

青
山
通
り



チームプロフィール

監督から一言

★おおいたホームタウン推進協議会とは

名　　前
出 身 地
生年月日
経　　歴

吉武 茂郎 
よし　たけ　　しげ　ろう

大分県大分市
1976.5.7
2007-2014
バサジィ大分コーチ

　大分弁で「すごい」という意味の「ばされー、ばさねー」と、
「俊敏な」という意味の「さじい」を合わせた造語。大分名物
の「アジ」「サバ」の音も含んでいる。

Q旅行先として行ってみたい所は？　　　　　　A沖縄
Q自分のチームで敵にまわしたくない選手は？　A全員

新たな気持ちで「立ち上がる」。
最後まで絶対に諦めない！

平成18年9月25日
チーム名の由来

2015 / 2016チームスローガン

Stand Up!!

クラブ設立年月日

オレンジ
チームカラー

スローガンの意味

　大分市にはバサジィ大分をはじめ、国内トップクラスのリーグで活躍する大分トリニー
タ（サッカー）、大分三好ヴァイセアドラー（バレーボール）、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。

　今シーズンは、今まで以上に面
白いフットサルをファンの皆さんに
お見せできるように頑張ります。
　是非とも会場に足を運んでいた
だき、バサジィ大分への応援をよ
ろしくお願いします。

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/
検索おおいたホームタウン推進協議会

おおいたホームタウン推進協議会
（タウスポおおいた）

PRESENTS

バサジィ大分
観戦ガイド


