
チームプロフィール

監督から一言

名　　前
出 身 地
生年月日
指 導 歴

片野坂 知宏 
かた　 の　  さか　　とも　ひろ

鹿児島県
1971.4.18
2004－2005　大分トリニータ強化部
2006　　　　 大分トリニータU-15コーチ
2007－2009　ガンバ大阪コーチ
2010－2013　サンフレッチェ広島コーチ
2014－2015　ガンバ大阪ヘッドコーチ

　チーム発足時に愛称は一般公募で、「トリニティ」に決定。
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る。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。

チームはJ3に降格したが、これを機
に、地域の活力の源となるという原
点に立ち帰る。そして、サポーターを
はじめトリニータに心を寄せる全て
の力を集めて昇格を勝ち取る。

1994年4月8日

チーム名の由来 2016チームスローガン

クラブ設立年月日
ブルー、イエロー
チームカラー

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号（大分市文化国際課内）

おおいたホームタウン推進協議会事務局

★おおいたホームタウン推進協議会とは
　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・愛媛ヒート
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。

http://www.oita-hometown.jp/
検索おおいたホームタウン推進協議会

トリニータ特別割引券

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。

トリニータシート（一般）
当日価格 2,300円 ⇒

タウスポおおいた観戦ガイド

住 所

（〒　　　-　　　  ）

氏 名

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

　今年は何としても1年でJ2復帰するた
めに大分トリニータの原点に立ち帰り、
最後までアグレッシブなサッカーがお見
せできるよう頑張ります！ 皆さんの応援
が選手を動かします！ どうか今シーズン
も熱いご声援、またサポートをよろしく
お願い致します。

2016

1,300円
トリニータシート（小中高）
当日価格 900円 ⇒ 400円

申込内容
（一　般） 枚

枚（小中高）
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　　　2016 明治安田生命J3リーグ　ホームゲーム日程
節 試合日時 対戦相手 試合会場

第 1 節 3 /13 日 14:00 AC 長野パルセイロ

大分銀行ドーム

第 3 節 4 / 3 日 14:00 ガイナーレ鳥取

第 5 節 4 /17 日 14:00 福島ユナイテッド FC

第 7 節 5 / 1 日 14:00 カターレ富山

第 9 節 5 /15 日 14:00 FC 東京 U-23

第12節 6 /12 日 14:00 SC 相模原

第14節 6 /26 日 18:00 ブラウブリッツ秋田

第16節 7 /10 日 18:00 FC 琉球

第17節 7 /16 土 18:00 藤枝 MYFC

第19節 7 /31 日 18:00 栃木 SC

第22節 9 /19 月・㊗ 未定 セレッソ大阪 U-23

第24節 10 / 2 日 未定 鹿児島ユナイテッド FC

第26節 10 /23 日 未定 グルージャ盛岡

第28節 11 / 6 日 未定 ガンバ大阪 U-23

第29節 11 /13 日 未定 Y.S.C.C. 横浜



トリニータでみるポジション講座！観戦の流れ!Jリーグを知ろう！

　「日本プロサッカーリーグ」の通称。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J3を創設。

～得点に絡む点取り屋～
最前線で得点をねらうポジション。相手DFと駆け引きをしたり、味方からのパ
スを受けやすい位置（ポジショニング）を考えながらプレーすることが重要。

FWとDFの間 “中盤” で両ポジションをつなぐ役割を担う。

「Jリーグ」って？Q

● J3リーグ戦における年間順位が1位のクラブは
自動昇格。

● J3リーグ戦における年間順位が2位のクラブは、
J2リーグ戦21位のクラブとホーム＆アウェイの
「J2・J3入れ替え戦」を行う。
※U-23チームにJ2昇格資格はなく、上位の場合
は順位を繰り上げる。

どうすれば J2に昇格できるの？Q

7 松本 怜 15 清本 拓己 16 山岸 智 28 坂井 大将 34 染矢 一樹

2 山口 貴弘 5 鈴木 義宜 6 福森 直也 25 佐藤 昂洋 35 ダニエル

～守備のスペシャリスト～
相手チームの攻撃を止め、自陣ゴールを守るポジション。DFが3人の場合
「3バック」、4人の場合「4バック」となり、どちらのフォーメーションを採用
するかでチームの狙いや選手に求める能力も変わる。

～最後方の守護神～
文字通りチームのゴールを守る最後の砦。ペナルティエリアの中では手を使
うことが許され、最後方から味方に指示を出すコーチング力・統率力が求め
られる。

1 修行 智仁 21 上福元 直人 31 吉丸 絢梓

8 黄 誠秀 10 松本 昌也 14 千明 聖典 23 山之内 優貴 24 姫野 宥弥 26 江頭 一輝 29 岩田 智輝

Ｊ2

Ｊ3

仙台・鹿島・浦和・大宮・柏・F東京・川崎・横浜FM・湘南・甲府・
新潟・磐田・名古屋・G大阪・神戸・広島・福岡・鳥栖

札幌・山形・水戸・群馬・千葉・東京V・町田・横浜FC・松本・
金沢・清水・岐阜・京都・C大阪・岡山・山口・讃岐・徳島・愛媛・
北九州・長崎・熊本

盛岡・秋田・福島・栃木・YSCC横浜・相模原・長野・富山・
藤枝・鳥取・大分・鹿児島・琉球・F東京U-23・G大阪U-23・
C大阪U-23

Ｊ１

Ｊ１
（18チーム）

Ｊ2
（22チーム）

Ｊ３
（１6チーム）

Ｊリーグ

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

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

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　・・・

キックオ
フ!

グルメ

J2・22位と
J3・1位
自動入れ替え

J2・21位とJ3・2位で
ホーム＆アウェイの
入れ替え戦を実施
◇11/27（日）：J3ホーム
◇12/ 4（日）：J2ホーム

J2
21位
22位

J3
1位
2位

FW
フォワード

MF
ミッド

フィルダー

GK
ゴール
キーパー

DF
ディフェンダー

 攻撃的MF　～チームのチャンスメーカー～
「トップ下」、「シャドー」、「サイドハーフ」など、FWに近い位置で自ら得点を狙っ
たり、シュートに直結するようなパスやサイドからのクロスでチャンスを作る。

 守備的MF　～チームの舵取り～
「ボランチ」と呼ばれ、チームの中央に位置し、MFの中でもゲームを作る
重要なポジション。守備のバランスを取りながら攻撃の起点を作る。

攻
撃
方
向

※選手のポジションはJリーグの
登録を元にしており、試合出場
の際は変わることもあります。

9 後藤 優介 11 パウリーニョ 13 高松 大樹 18 伊佐 耕平 19 大津 耀誠 27 三平 和司 30 吉平 翼

NEW NEW

38 キム ドンウク

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEWNEWNEW

NEWNEW

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA
　F.C.



輝け! 昇格トリオ★ ★J2昇格のカギを握る注目選手!

山岸　 智 選手
J1王者・広島から加入した元
日本代表サイドアタッカー。
キャプテンとして豊かな経験
と勝者のメンタリティを若い
チームにもたらし、チームを
J3頂点へ牽引する。

◆ 生年月日：1983.5.3
◆ 出身地：千葉県
◆ 身長 /体重：181cm / 79kg
◆ 血液型：A型
◆ ニックネーム：ヤマ

Ｊ3優勝、Ｊ2昇格
2016シーズン目標

やま　  ぎし　　　　　さとる

チームの大黒柱 16 MF 29 MF

30 FW

26 MF

松本 昌也 選手
クラブ史上日本人初の「10」を
背負う21歳の若武者は、大分
から世界を目指す。地道なフィ
ジカル強化でボランチとして
急成長を遂げ、苦境の中で地
元・大分のために、と戦う。今
シーズンは副キャプテンを託さ
れ、若手リーダーとしても期待。

◆ 生年月日：1995.1.25
◆ 出身地：大分県中津市
◆ 身長 /体重：175cm / 70kg
◆ 血液型：B型
◆ ニックネーム：マサヤ

Ｊ2昇格
2016シーズン目標

まつ　もと　　  まさ　   や

大分の象徴　背番号「10」

華麗なるスピードスター

10 MF

松本　 怜 選手
スピードスターが今シーズン
に懸ける決意と覚悟は誰より
も強い。「結果」を求め、ピッ
チ内外でチームのために力を
尽くし、折れることのない「百
折不撓」の精神でJ2昇格へ駆
け抜ける。

◆ 生年月日：1988.2.25
◆ 出身地：北海道
◆ 身長 /体重：175cm / 67kg
◆ 血液型：O型
◆ ニックネーム：レイチェル

限界を作らない
2016シーズン目標

まつ　もと　　  　　　れい

7 MF

岩田 智輝 選手
いわ　   た　　　とも　　き

ⓒOITA F.C.

◆生年月日：1997.4.7　◆出身地：大分県宇佐市
◆身長／体重：176cm／ 70kg
◆経歴
［小］四日市南SSC（宇佐市立四日市南小）
［中］大分トリニータU-15宇佐（宇佐市立西部中）
［高］大分トリニータU-18（大分東明高）
※2015シーズン　トップチーム2種登録

A①キングダム（マンガ） A②ロード／虎舞竜 A③松原健選手（現・新潟） ※同じ少年団の先輩にあた
る A④日々の生活 A⑤ベッド A⑥サッカー A⑦もう１回宝くじを買います！ A⑧運動量、いろいろな
ポジションをこなせる A⑨地元の誇り A⑩過ごしやすい A⑪今年は何としても昇格するので、応援
よろしくお願いします！

A①甘い物を食べること A②なし A③高松大樹選手 A④寮生活 A⑤なし A⑥成長 A⑦高級車を買う A⑧大
きなサイドチェンジやセカンドボールへの反応 A⑨トリニータがなかったら今の自分はありません A⑩温泉が
いっぱいあるところ A⑪少しでも早くトリニータの力になれるように頑張るので、応援よろしくお願いします！

A①ボウリング、映画鑑賞、自動車学校 A②ロード／虎舞竜 A③高松大樹選手、シュリケンジャー（忍
風戦隊ハリケンジャー） A④日々の授業全てが思い出 A⑤坂井大将選手の助手席 A⑥トレーニング 
A⑦かっこいい車を買って、親にも買ってあげる A⑧泥臭さ、運動量 A⑨最強で最愛の大分トリニータ 
A⑩自然豊かで程良い田舎加減 A⑪ぜひ大銀ドームに足を運んでください！

Q①マイブームは？ Q②カラオケの十八番（おはこ）は？ Q③子どもの頃のヒーローは？ Q④サッカー以外で高校
時代の思い出は？ Q⑤譲れないこだわりは？ Q⑥やめられない、とまらないことは？ Q⑦宝くじが当たったらどう
する？ Q⑧サッカー選手としての自分のアピールポイントは？ Q⑨あなたにとって大分トリニータとは？ Q⑩大分
市のどんなところが好き？ Q⑪ホームタウン大分市のみなさんへ一言！

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～

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～

江頭 一輝 選手
え　がしら　　かず　　き

ⓒOITA F.C.

◆生年月日：1997.5.13　◆出身地：山口県
◆身長／体重：179cm／ 71kg
◆経歴
［小］上宇部サッカースポーツ少年団
　　（山口県宇部市立上宇部小）
［中］クレフィオ山口FC（山口県宇部市立上宇部中） 
［高］大分トリニータU-18（大分東明高）

吉平　 翼 選手
よし　  ひら　　　　　 つばさ

ⓒOITA F.C.

◆生年月日 ： 1998.1.5　◆出身地 ： 大分県大分市
◆身長／体重 ： 172cm／ 72kg
◆経歴
［小］大分トリニータサッカースクール南大分校・大分ガス校
　　 →大分トリニータU-12（大分市立稙田小）
［中］大分トリニータU-15（大分市立稙田中）
［高］大分トリニータU-18（大分東明高）
※2015シーズン　トップチーム2種登録

今日の
ファッション
ポイントは？

ニットの
セーター

今日の
ファッション
ポイントは？

Gジャン

今日の
ファッション
ポイントは？
スタジャン

キャプテン

副キャプテン

トリニータU-18からトップチームに昇格した3選手の飛躍に期待しましょう！

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA F.C.

ⓒOITA
　F.C.

ⓒOITA
　F.C.



スタジアムアクセスチケット情報

タウスポおおいた
観戦ガイド限定特典

■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1,300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。

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20分前まで、大分駅
府内中央口（北口）要町高速
バス乗り場より30～40分
間隔で運行されます。料金
は大人360円、小人180円

（片道）

お車をご利用の方
■「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。 

注意事項
※未就学児のご入場は無料となります。
※後援会会員、トリニータスクール会

員、トリニータカードは当日でも前売
価格にて購入することができます。
当日券売場にて会員証をご提示くだ
さい。ご本人様のみ有効です。

◆障がい者・車いす招待について
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご

本人様に限りトリニータシートへ
無料ご招待いたします。当日券売
場にて、障がい者手帳をご提示く
ださい。

※車椅子ご利用の方は、ご本人様に
限り無料ご招待、介助者１名様に限
りご優待価格にて販売いたします。

［車いす席］
ゴール裏、バックスタンド、メイン
スタンド（両端のみ）の各１階席最
上段
［介助者優待価格］
一般／1,000円、小中高／400円

※ビジターシートは対象外となります。

※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。

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。

〒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。

ⓒOITA F.C.
ⓒOITA F.C.

練習を見学に行こう！★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://www.jleague-ticket.jp/club/ot/
●チケットぴあ
http://pia.jp/t/trinita/
●ローチケHMV (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
●e+（イープラス）
http://eplus.jp/trinita/
●CNプレイガイド
http://www.cnplayguide.com/soccer/

●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

●㈱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
●大分合同新聞プレスセンター（トリニータシートのみ）
●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

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番地  ＴＥＬ：097-554-2250お問合せ先

選手を身近に!!

アミュプラザ
　　おおいた

大分駅府内
中央口広場 交番

大分駅

セブンイレブン

ドコモ
大分ビル

要町
高速バス乗り場

10

座席種類 前売 当日
ＳＳ指定席 4,500円 5,000円
Ｓ指定席 3,600円 4,100円
ＳＡ指定席 2,700円 3,200円
ＳＢ席（一般） 2,700円 3,200円
ＳＢ席（小中高） 1,100円 1,400円
Ａ席（一般） 2,300円 2,800円
Ａ席（小中高） 800円 1,100円
トリニータシート（一般） 1,800円 2,300円
トリニータシート（小中高） 600円 900円
ビジターシート（一般） 1,800円 2,300円
ビジターシート（小中高） 600円 900円


