
おおいたホームタウン推進協議会
（タウスポおおいた）

PRESENTS
フットサルっち？

バサジィ大分
 監督から一言 
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出 身 地 東京都
生年月日 1978.4.20

★おおいたホームタウン推進協議会とは
　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” をみんなで応援しようとい
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/
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 チームプロフィール

チーム名の由来
俊「、と」ーねさば、ーれさば「の味意ういと」いごす「で弁分大　

敏な」という意味の「さじい」を合わせた 造語。大分名物の「ア
。るいでん含も音の」バサ「」ジ

クラブ設立年月日 チームカラー
　平成18年9月25日 　 オレンジ

2014/2015 チームスローガン

��

今シーズンは、豊富な運動量を
ベースに、好守にアグレッシブ
なチームを目指していきますの
で、是非とも会場に足を運んで
いただき、熱い応援をよろしく
お願いします！

スローガンの意味　「全てにおいてジャンプアップ」

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！

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

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

※4 秒ルールあり

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

●サッカーとフットサルの違い

●4号球
（ローバウンド）
●体育館
　シューズ

フットサルのポジション

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（ピヴォ）

ALA（アラ）

FIXO（フィクソ）

GOLEIRO（ゴレイロ）

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。

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。

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。

おおいたホームタウン推進協議会

　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。
　2014-2015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。

　Fリーグ創設当初からリーグ7連

覇を記録しているのが、絶対王者とし

て君臨している「名古屋オーシャンズ」。昨シーズ

ン、バサジィ大分は名古屋オーシャンズを追い詰

め、連覇を脅かしました。

　今シーズンは名古屋オーシャンズの連覇を阻

み、悲願の頂点へ！ GO バサジィ大分!!

Fリーグっち？Q

　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・決勝は各２試合行われ、準
決勝の勝者チームがシーズン１位との決勝を戦う。
　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５勝することが必要！！
　優勝チームにはAFCフットサルクラブ選手権の出場
権が与えられる。

プレーオフっち？Q

プレーオフ

2位 5位 3位 4位 1位

Fリーグを知ろう！
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熱い戦いが
待ってるぞ！！

優 勝

Fリーグ
メモ

観戦ガイド 注目

ホームゲーム日 程 場所 発売日 ローソン
Lコード Pコード

第 4節 7 /13 日 府中アスレティックFC 大体

6/5木

86617

592-588

第 6節 7 /27 日 湘南ベルマーレ 大体 86618

第 7節 8 / 3 日 バルドラール浦安 大体 86619

第12節 9 /14 日 ペスカドーラ町田 BP
8/5火

86620

第15節 9 /28 日 アグレミーナ浜松 BA 86621

第17節 10/25 土 シュライカー大阪 BP 9/5金 86622

第21節 11/16 日 デウソン神戸 大体

10/5日

86623

第23節 11/30 日 ヴォスクオーレ仙台 BP 86624

第24節 12/ 6 土 名古屋オーシャンズ BA 86625

第28節 1 /18 日 フウガドールすみだ BP
12/5金

86626

第29節 1 /24 土 エスポラーダ北海道 BA 86627

＊各節とも 13：00 キックオフ　開場 11：30
場所 大体 大分県立総合体育館 BP ビーコンプラザ BA べっぷアリーナ 



観戦の流れ! チケット情報大分市出身選手!!

注目選手!!

キックオフ
1時間

30分前

★開場!
★バサルによる
　グリーティング
　（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
★選手オリジナル弁当 500円

1
時間前 ★両チーム練習開始!

10
分前

★選手入場
★サインボール投げ

★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!
★選手によるお見送り
　選手と身近にふれあえるチャンス！

他にも
美味しいグルメ
盛りだくさん！

イベント

グルメ

キックオフ!

パワープレイ…
見どころ
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http://vasagey.com/info/news/homegame

ゴレイロも攻撃参加し（もしくはフィー
ルドプレーヤーがゴレイロと交代して）
5人全員でボール回しをして攻める戦
術。常に数的優位の状況でパス回しが
行えるので、得点チャンスは必然的に
増えるが、ゴールを空けて攻撃するた
め、ボールロストすると即失点に繋がる。リスクが大きい戦術である
ため、ビハインド時にどうしても得点したい時に用いられる最後の手段
である。超攻撃的なパワープレイはフットサル観戦の大きな見どころ。

バサジィ大分のマスコットキャラクターは、サル
をモチーフにした「バサル」です。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。

©2006 Oita Sports Project Inc. All rights reserved
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マスコットキャラクター！マスコットキャラクター！

会場では一緒に写真を撮ることもできるよ！

バサジィ大分公式ホームページ http://vasagey.com/

��バサジィ大分

試合会場アクセス
大分県立総合体育館

登
録
方
法

〒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（朝日生命ビル横）本社前6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
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別府IC

流川8丁目

堀田三差路

別府IC入口

富士見通り
7丁目
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流川通り
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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

Access

テレビ テレビ大分（TOS）
毎週日曜日 放送 午前10:55～11:00

ペーパー ホームゲーム会場等で配布
バサジィ情報満載のフリーペーパー

バサジィ情報満載 !!

バサメール 選手のコメント入りの試合速報やホームゲーム情報など、
お得な情報が盛りだくさん！ もちろん登録無料！

❶空メールから登録
mgs@otis.ne.jp へ、本文に 13 と入力後に送信。
折り返し、登録完了メールが返信されます。

❷QRコードからご登録
右のQRコードを読み込むと登録ページのURLが
表示されます。

❸URLからご登録
バサメール登録ページ→ http://www.otis.ne.jp/melnavi/vasagey-oita.html

全席
自由席

大　　人：前売 1,500円・当日 2,000円
小・中学生：前売・当日 500円

★学生チケット
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。 

★チケットパック10
ホームゲームチケット当日引換券（大人）10枚綴り
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）

2014年7月13日日から2015年1月24日土まで

2014年5月21日水～※販売数に達し次第販売終了販 売 期 間

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

チケットの購入方法

ホームゲーム限定の
お得なチケット！

★Fリーグ2014/2015 
　powered by inゼリー  ホームゲーム

（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。

●生年月日：1986.1.22
●出身地：大分市
●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/78kg
●血液型：Ｂ型
●ニックネーム：ヤギ

青柳 佳祐 選手
あお　やぎ　 　けい　すけ

2 GOLEIRO

選手に聞いた！ 3つの質問

選手に聞いた！ 3つの質問　回答
ⓒ2014 Oita Sports Project Inc.

All rights reserved

Q①／朝起きる時間は？ 起きて一番にすることは？　Q②／スポーツをしていな
かったら就きたい職業は？　Q③／ファンから言われて一番嬉しかった一言

Ａ①／７時半。カーテンを開ける。  Ａ②／体育の先生  Ａ③／神がかってましたね！

2014シーズン目標 優勝！！

●生年月日：1987.12.13
●出身地：大分市
●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/71kg
●血液型：Ａ型
●ニックネーム：ニブ・カズ

仁部屋 和弘 選手
に　  ぶ　 　や　 　 かず　ひろ

10 ALA

選手に聞いた！ 3つの質問　回答
ⓒ2014 Oita Sports Project Inc.

All rights reserved

Ａ①／8時15分・テレビをつける　Ａ②／スポーツ選手以外考えられない
Ａ③／笑顔が素敵ですね！

2014シーズン目標 楽しく

今シーズンの得点目標とれるだけとる

●生年月日：1983.6.28
●出身地：埼玉県
●身長/体重：167cm/70kg
●血液型：Ｂ型
●ニックネーム：ノブ

小曽戸 允哉 選手
お　   そ　 　ど　 　  のぶ　 や

12 ALA

選手に聞いた！ 3つの質問　回答

ⓒ2014 Oita Sports Project Inc.
All rights reserved

Ａ①／７時・朝食　Ａ②／サッカーやフット
サル関係の仕事以外考えられない　Ａ③／
自分のプレーで元気やパワーをもらえます
と言われると嬉しい

2014AFCフットサル選手権日本代表メンバーに選出。チームの要
として２連覇に大きく貢献した。バサジィ大分でも昨シーズンは
18得点を記録したストライカー。今シーズンも要チェックだ！！

小曽戸選手とともにバサジィ大分を引っ張るエース。フットサル
日本代表でも「背番号10」として活躍する。変幻自在のドリブルで
相手チームに切り込んでいく姿は必見！

チーム創設時から活躍するバサジィ大分の守護神。今年はイタリ
アに短期留学をし、研鑽を積んだ。守備はもちろん、積極的に攻
撃参加するプレーにも注目！

※内容は毎試合ごとに変わります。


