
2014/15 Ｖ・チャレンジリーグ

おおいたホームタウン推進協議会
（タウスポおおいた）

PRESENTS

観 戦ガイド

大分三好ヴァイセアドラー、
今シーズン最大のミッションは
V・チャレンジリーグ制覇です。
私達はチャレンジャーとして、
応援して下さる皆さまと共に
優勝、そしてV・プレミアリー
グ昇格に向けて突き進みます！
GO FOR the TOP ! !

身長２ｍ近い選手がスパイクを打つ高さは
３ｍ５０ｃｍ。その高さから相手コートにボール
を叩きつける迫力は圧巻です！
時速１２０ｋｍにもなるジャンプサーブも注目！

2003年から大分三好の選手として活躍！
今シーズンより監督として指揮を執る。

★おおいたホームタウン推進協議会とは

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

��おおいたホームタウン推進協議会

　大分市には大分三好ヴァイセアドラーをはじめ、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）、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。

　「医療法人青雲白鷲会三好内科循環器科医院」の「白鷲」
から命名。チーム名にドイツ語を入れることは格式高いこ
ととされており、「鷲」は威厳と力強さの象徴である。

Mr.三好ヴァイセアドラー

観戦の流れ! 　　  チームプロフィール
チーム名の由来

チームカラークラブ設立年
1994年 青・白

2014/15 チームスローガン

監督から一言

名 前：小川 貴史
出身地：長崎県
生年月日：1978.12.11

お がわ たか し

GO FOR the TOP

大分三好
ヴァイセアドラー

Vリーグを知ろう！

　Vリーグとは、バレーボールの日本国内トップリーグのこと。1967
年に日本バレーボール協会主催の「日本リーグ」として発足し、1994
年にバレーボールとビクトリー（勝利）の頭文字をとった「Vリーグ」に
改称。１部を「V・プレミアリーグ」、２部を「V・チャレンジリーグ」という。

Ｖリーグって？Q

■ラリーポイント制　サーブ権の有無にかかわらず、ラリーで勝った
場合に得点するシステム。

■セット　セットごとに勝敗を決め、３セット先取した方が勝者となる。
１セットは２５点制で、２５点先取した方がそのセットの勝者となる。

　ただし、２４対２４になった場合は、いずれかのチームが２点差をつけ
るまでラリーを繰り返す。５セットマッチの５セット目は１５点制となる。

■ローテーション　サーブ権を取るたびに、時計回りでプレイヤー
が１つずつ移動すること。

バレーボールのルールって？Q

■３セットで終了する場合　約１時間～１時間半
■５セットで終了する場合　約２時間～２時間半

試合時間ってどれくらい？Q

どうすればＶ・プレミアリーグに昇格できるの？Q

2014/15Vリーグ

1 部
Ｖ・プレミアリーグ

（男子8チーム）

2 部
Ｖ・チャレンジリーグ（男子12チーム）

男子：１２チームによる２回戦総当たり（全試合５セットマッチ）

獲得したポイントにより順位が決定。
※獲得ポイントは下表のとおり。

2014/15 Ｖ・チャレンジマッチ

●開 催 日 ：平成２７年３月２８日（土）、２９日（日）
●開催場所 ：横浜文化体育館 （神奈川県横浜市）
●組 合 せ ：V・プレミアリーグ８位 vs V・チャレンジリーグ１位
　　　　　　V・プレミアリーグ７位 vs V・チャレンジリーグ２位

順位決定方法

　V・プレミアリーグ７位・８位のチームとV・チャレンジリーグ１位・２位
のチームが「Ｖ・チャレンジマッチ」と呼ばれる入れ替え戦を２試合おこな
い、獲得ポイント（リーグ戦と同じ）の上位チームが V・プレミアリーグへ。

「３‐０」もしくは「３‐１」で勝利 ３点
「３‐２」で勝利 ２点
「２‐３」で敗戦 １点
「０‐３」もしくは「１‐３」で敗戦 ０点

条　件 ポイント

Vリーグは、2014/15
シーズンからポイント制
を導入。より粘り強い
戦いが期待されます。

最後の１点まで
　 目が離せない！

試合開始

試合
終了

40分前

30分前

★ホームゲーム
　イベント

●キャプテン
　あいさつ
●選手もち投げ

★練習開始

★選手紹介

★勝利者インタビュー
★握手会

試合直前の緊張感が伝わってきます。

※スケジュールの関係により変更になる場合があります。

※会場出口付近

3分前

★始球式1分前

試合
開始

男子バレーの見どころ！

“ひとつ” になって「大分三好

 ヴァイセアドラー」を応援しよう！“ひとつ” になって「大分三好

 ヴァイセアドラー」を応援しよう！

◆選手が打つスパイク・サーブのスピードや音！
◆クイック攻撃（速攻）は目で追えない程の速さ！
◆ボールが床に叩きつけられる音！
◆試合中のリアルな選手の声！

会場グルメを楽しもう♪
●豊後とりめし 450 円
●アメリカンドッグ 300 円
●クレープ 350 円
●かつバーガー 350 円
　　　　　　　　　  など

注目 なんといっても高さとパワー！

受 付
お仕事は…

大分三好・警視庁・つくば・
富士通・東京ヴェルディ・大
同特殊鋼・きんでん・トヨタ
自動車・近畿クラブ・兵庫・
東京トヨペット・埼玉

V・チャレンジリーグ

memo

2014/15 ホームゲーム日程
試合日 開始予定時間 対戦カード

12/20土
① 13：00 ～ 警視庁 VS 東京トヨペット

②15:00～ 大分三好 VS 埼玉

12/21日
① 12：00 ～ 東京トヨペット VS 埼玉

②14:00～ 大分三好 VS 警視庁

3 / 7 土

① 11：00 ～ 警視庁 VS つくば

② 13：00 ～ トヨタ自動車 VS 東京トヨペット

③15:00～ 大分三好 VS 埼玉

3 / 8 日
① 12：00 ～ トヨタ自動車 VS 埼玉

②14:00～ 大分三好 VS つくば

● 試合会場はすべてコンパルホールです。
● 当日行われる他のチームの試合も観戦できます！
● 試合開始時間は、前の試合の進行によって遅れる場合がありますが、
　開始予定時間より早く始まることはありません。



ファンへの
メッセージ

これからも応援よろしく
お願いします。

ファンへの
メッセージ

今年も大分三好に熱い声援と僕に冷たいアイ
スをよろしくお願いします!!

チケット情報

試合会場アクセス

見学の可否は、その日のメニュー等によって
かわりますので、事前にＨＰでご確認いただく
か、大分三好ヴァイセアドラー事務局（TEL：
097-529-9009）にお問い合わせください。

練習場

コンパルホール
〒870-0021　大分市府内町1丁目5番38号
TEL 097-538-3700

JR大分駅下車　徒歩5分 大分駅停留所下車　徒歩5分

大分ICより、約15分

TOTO
大分工場
体育館
〒870-0313　
大分市屋山300

JR坂ノ市駅下車タクシー約7分
大分駅から 約40分
宮河内ICから約15分

見学の注意事項

ＪＲ坂ノ市駅

TOTO
大分工場

JR 日豊線

←大分

←宮河内 IC

佐賀関→

●ＴＯＴＯ大分工場
体育館

197

コンパルホール 

●チケット購入方法
※座席数に限りがあります。満席の場合は立ち見となります。

座　席
一　般 2,000円

1,000円
500円

2,500円
中高生
小学生

自由席

前売価格 当日価格

（1）大分三好ヴァイセアドラー事務局 電話予約 ：097-529-9009
　　（住所：大分市佐野4236番地）

（2）トキハプレイガイド 電話予約 ：097-538-3111
（3）コンパルホール 電話予約 ：097-538-3700
（4）べっぷアリーナ 電話予約 ：0977-21-2323

16 迫谷竜児8 石垣公也7 細川優樹 9 井口拓也 17 島崎征士郎 19 辻口泰地

6 高橋貴広5 橋本大樹 13 細井規貴 15 田中挙章 18 大道大輔
3 阿部領太 4 池田龍之介

10 山田要平2 木場田和希

11 辻口智也

14 オンテレ・ジェームス
サイドアタッカーとも呼ばれる。攻撃
はもちろん、レシーブにもブロックに
も参加するオールラウンドな能力が求
められるポジション。相手のブロック
に的を絞らせないためには、ウイング
スパイカーの攻撃力が重要になる。

ウイングスパイカー ～オールラウンドプレイヤー～

センタープレーヤーとも呼ばれる。チームでも長身の選手が務めるこ
とが多いポジション。攻撃ではセッターの近くからのクイック攻撃を担
い、ブロックの要としても機動力が求められる。

ミドルブロッカー ～速攻とブロックの要～
スーパーエースと呼ばれるとおり、スパイクを決め
て得点をすることが主な役割。プレッシャーがかかる
場面をまかせられることが多いため、精神的タフネ
スも要求される。

オポジット ～スーパーエース～

レシーブされたボールをスパイクしや
すいようトスをあげる安定性はもちろ
ん、時には自分でも攻撃するなど相
手の裏をかくことも重要。試合全体
を見渡すことのできる状況判断力と
冷静さ、リーダーシップなども大事な
要素。

セッター ～チームの司令塔～

守備専門のポジション。リベロが優れて
いると他のポジションの選手はより攻撃
に専念できる。リベロは、他の選手と
異なる色のユニフォームを着用し、後
衛の選手と何度でも交代できる。

リベロ ～守備のスペシャリスト～

ポジション

池田 龍之介 選手
●生年月日：1990．5．16
●出身地：鹿児島県
●身長／体重：183ｃｍ／75ｋｇ

A① 兄弟がやっていたから
A② 肉
A③ 友達がたくさん増えた
A④ ももいろクローバーZの曲
A⑤ 熱い人

いけ　  だ りゅう　 の　  すけ

注目！

高橋 貴広 選手
●生年月日：1988．8．19
●出身地：新潟県
●身長／体重：197ｃｍ／85ｋｇ

A① 姉の影響
A② とにかくご飯をたくさん食べた
A③ たくさんの人たちと出会えたこと
A④ 探してます…
A⑤ 選手の気持ちを理解してくれる・とにかくおもしろい！

Ｑ① バレーボールを始めたきっかけは？ Ｑ② 何を食べたら大きくなれるの？ Ｑ③ バレーボールをやっていてよかったことは？
Ｑ④ テンションがあがる曲は？ Ｑ⑤ 小川監督の印象は？

たか　 はし たか　 ひろ

注目！

オンテレ・ジェームス 選手
●生年月日：1982．4．18
●出身地：ケニア
●身長／体重：195ｃｍ／88ｋｇ

A① 好きだったから
A② ウガリ（アフリカ伝統の主食）
A③ たくさんのファンの方と出会えた
A④ アフリカミュージック
A⑤ ナイスガイ

注目！

島崎 征士郎 選手
●生年月日：1990．11．7
●出身地：大分県大分市
●小学校：大分市立別保小学校
●中学校：大分市立鶴崎中学校
●高　校：大分工業高校
●大   学：東亜大学
●身長／体重：183ｃｍ／75ｋｇ

A① お父さんがおいしそうなハムをくれたから
A② 卵・米・アイス
A③ いろんな人に出会えたこと☆
A④ 喜びの歌
A⑤ ダンディ・ファッションセンス◎

しま　 さき せい　　し　　ろう

大分市
出身

大道 大輔 選手
●生年月日：1982．4．2
●出身地：静岡県
●身長／体重：193ｃｍ／88ｋｇ

A① 身長をいかしたスポーツがしたかった
　　卓球部時代スカウトされた
A② 白いご飯をたくさん食べた
A③ 周りの人との助け合いの心が培われた
A④ 全力少年／スキマスイッチ
A⑤ 熱い心の持ち主、１本１本に対しての情
　　熱が熱い方、選手とのコミュニケーションを大事にされる

おお　 みち だい　 すけ

キャプ
テン

木場田 和希 選手
●生年月日：1987．9．29
●出身地：鹿児島県
●身長／体重：180ｃｍ／75ｋｇ

A① 母のママさんバレーの影響
A② 好き嫌いなくバランスよく食べる
A③ 協調性を学んだ
A④ 長渕剛の曲
A⑤ 熱き心の中にユーモアがある人

こ　　ばん　 た かず　　き

NEW！

介護助手
お仕事は…

介護助手
お仕事は… リハビリ室

お仕事は…

透析室
お仕事は…

選手に聞いた！ ５つの質問 選手に聞いた！ ５つの質問

選手に聞いた！ ５つの質問

選手に聞いた！ ５つの質問

選手に聞いた！ ５つの質問

選手に聞いた！ ５つの質問

ウイングスパイカー4

ウイングスパイカー17

ミドルブロッカー6

ミドルブロッカー18 セッター2

オポジット14

ファンへの
メッセージ

いつも応援ありがとうございます。優勝のために
一戦一戦強い気持ちで戦っていきます。応援よろ
しくお願いします。

ファンへの
メッセージ

優勝できるように頑張ります！ 長いシーズンです
が、最後まで応援よろしくお願いします。

ファンへの
メッセージ

V・チャレンジリーグ優勝します。応援よろしく
お願いします。

ファンへの
メッセージ

バレーボールに一生懸命取り組んでいる姿を見て
ください。みなさんに応援していただけるような
チームになっていきます。

受 付
お仕事は…

選手に聞いた！ ～5つの質問～


