
■主催：別府市サッカー協会 ■主管：別府市サッカー協会シニア委員会
■協賛：キリンビールマーケティング㈱、㈱モルテン・フレッシュそのだ、居酒屋仁志
　　　　　大衆酒場わりかん、大平山湯の街クラブ、トップスポーツ
■後援：別府市、別府市総合振興センター、CTBメディア、大分合同新聞社、今日新聞社
■期日：2018年５月19日（土）、20日（日） ■会場：別府市市営実相寺サッカー場〔天然芝)
■参加費：１０，０００円／チーム ■ルール：８人制、20分ハーフ、引分で最高齢PK戦

背番 位置 年齢 所属
1 GK 伊藤　信忠 60 日吉台SC

11 DF 池谷　隆夫 61 日吉台SC

4 DF 泡渕　吉信 65 NK
14 DF 濱田　義彦 62 NK
15 MF 牧野　晋 61 栄RFC
20 MF 宇野　雅人 60 NK
7 DF 江角　覚 59 日吉台SC

12 FW 飯笹　正巳 60 日吉台SC

9 MF 坂田　辰也 66 NFC
10 FW 平野　ホルへ 59 NK
5 MF 菅原　好美 63 日吉台SC

FW 水谷　誠治 NK
6 FW 高山　松鶴 72 NK

■優勝決定戦後のオール成田と別府シニアとの合同写真

■予選第１試合の円陣、目指すはひとつ３連覇 ■坂田さんのドリブル（別府シニア戦・予選リーグ）

■自陣ゴール前での守り（別府シニア戦） 　　　■予選L・別府シニア戦 ■見事３連覇なる表彰式）
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オール成田O-58・３連覇成る！

　≪大会参加の経緯≫地元大分は勿論。佐賀、宮崎、長崎、鹿児島、福岡などほぼ九州全域の58
歳以上の８チームが参加する大会で今年で４回目の開催、成田代表の参加は今回で３回目で３連
覇をかけた大事な大会です。今回、坂田氏の初参加に加え、当初不参加だったコキ（ホルヘ）が
急遽加わり厚みが増した事で優勝を十分に狙える陣容で臨む事ができました。また、シニアの大
会らしく初日試合後の懇親会も盛大でビンゴ大会をベースに盛り上げるなど、主催者側のホスピ
タルティ溢れるおもてなしが有難く、プレー以外でも大いに懇親が深まります。もちろん露天風
呂ありの温泉は楽しみのひとつ。運営された別府サッカー協会シニアの皆さん、本当にご苦労様
でした。

氏名



■予選リーグAパート ■予選リーグBパート

● ● ● ○
０－１ ０－２ １－２ ３－１

○ ● ○ ●
１－０ ０－２ ２－１ ０－４
○ ● ● ●
２－０ １－３ １－３ ０－３

○ ○ ○ ○
２－０ ３－１ ４－０ ３－０

中尾会長と高山代表
■大会結果・予選リーグ■１戦目：対別府シニア（３－１）■得点：コキ２、坂田１
＜布陣１＞

FWコキ

MF宇野 MF飯笹◆前半13分：コキのシュートをGＫ弾く、これを飯笹さん走り込んで押し込むがオフサイド

（江角） MF坂田 （高山）

SB牧野 SB泡渕

（池谷） CB濱田（菅原） ◆後半6分 ：坂田さんゴールで3点目。池谷さん左MFに上げ江角左SBとしたたみかける。

GK伊藤 ◆試合は、押し気味に３-１のまま終了し、無難なスタートとなる。

■大会結果・予選リーグ■２戦目：対宮崎ドリームス（２－０）■得点：宇野1、飯笹１
＜布陣２＞

FWコキ

MF宇野 MF飯笹

（池谷） MF坂田 （菅原）

SB牧野 SB泡渕

CB濱田（江角）

GK伊藤

■３連覇を達成したオール成Ｏ-５８イレブン 　　　■坂田さんの雄姿 ■牧野さんのプレス

■パスコースをうかがうコキ（平野ホルヘ） ■飯笹さんと坂田さんの連携 　　■司令塔宇野さん

坂田さんとコキの活躍もあり、３年連続優勝成る

≪試合結果≫

＊

■大会結果■昨年大会で不参加だった宮崎ドリームス、３月のシニア大会で成田を退けた佐賀
の強豪エストラーザ（黄城）、昨年大会で決勝で戦った長崎の大村アゴ等、全８チームの参加
で開催されました。オール成田はコキ（ホルヘ）や初参加の坂田氏の活躍もあり、前述の通り
３連覇を飾ります。準優勝は地元別府シニア、第三位に長崎の大村アゴ、4位は福岡飯塚のオ
リエント。

宮崎
ドリームス

別府シニア
（大分）

オリエント
（福岡）

ガッチイク
ゼ

オール成
田（千葉）

大村アゴ
（長崎）

西郷どん
（鹿児島）

エストレー
ラ（佐賀）

◆前半9分：中央からのパス受けた飯笹さん右からドリブルで切り込んでシュート、これをG
Ｋ弾くがコキが押し込んで先制。
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オリエント
（福岡）

オール成
田（千葉）

＊

＊ ＊

＊ ＊

エストレー
ラ（佐賀） ＊

大村アゴ
（長崎）

宮崎
ドリームス ＊西郷どん

（鹿児島）

ガッチイク
ゼ

別府シニア
（大分）

◆後半6分：CKからのこぼれ玉を江角が拾い、左サイドのコキにパス。これをドリブルで切
り込んながらパスと見せかけてそのまま技ありゴール。

◆前半8分 ：右手から飯笹さんドリブルで切り込んで相手守備を引き付け、左サイドを走り
込んできた宇野さんに絶妙なパスがとおりそのままゴール

◆前16分：1点目と同様にコキが右サイドがゴール前まで迫り、たまらず前に出てきた守備
の裏にパス、これを右サイドから走り込んできた飯笹さんが、そのままシュートするがGKに
弾かれ、そのこぼれ玉を宇野さんがさわりパス、再び飯笹さんが押込んで2点目

◆後半：宮崎が攻撃的にシフトアップし再三両サイドを突かれますが、落ち着いて隅に追い
詰め、たやすくクロスを上げさせず、あえて守備的に固めて逃げ切る。予選Lは首位通過。



≪上位トーナメント≫ ≪下位トーナメント≫

1
0

2
1

0Ｐ2
0Ｋ3

■大会結果・決勝トーナメント■１戦目：対オリエント（〇１－０）■得点：牧野１
＜布陣１＞

FWコキ

MF宇野 MF飯笹 ◆ハーフタイム：コキがもったら、守備を引っ張り出して、裏に走る味方にパスの戦術で意識統一

MF坂田

SB牧野 SB泡渕

CB濱田（菅原）

GK伊藤

■大会結果・予選リーグ■２戦目：対別府シニア（〇２－１）■得点：坂田1、コキ１
＜布陣２＞

FWコキ

MF宇野 MF飯笹 ◆前半1分：いきなり牧野さんが左サイドから駈け上がり、シュートするがＧＫに阻まれる。

MF坂田 （菅原） ◆前半6分 コキから坂田にダイレクトパスがとおり、守備陣を振り切り先制点決まる。

SB牧野 SB池谷

CB濱田

GK伊藤 ◆後半18分：相手もセットプレーからパワープレーを仕掛けますが、このまま試合終了。

■オリエントのＣＫ、伊藤さん出番ですよ ■ドリブルにプレスをかける ■牧野さんの競り合い

■別府シニアの攻撃い備える濱田さん 　　　■濱田さんの守備力 ■別府ＦＷにプレスをかける坂田さん

オール成
田（千葉）

宮崎
ドリームス
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■決勝トーナメント■Ａパートからは、我がオール成田のほかホームの別府シニアが２位通過で上位Ｔ
へ。Ｂパートからは福岡（飯塚）からの参加のオリエントに、昨年大会で決勝で戦った難敵大村アゴ
と、ほぼ予想どおりのチームが勝ち上がりました。下位トーナメントには、意外にも３月のシニア大会
で負けたエストラーザの他、難敵・宮崎ドリームス。今回初参加の西郷どん、ガッチイクゼの４チーム
で競合います。

◆後半：その後、二匹目のドジョウを狙い、牧野さんが先制点と同じように走り込むが、今
度はゴール出来ず1-0で試合終了。決勝の相手はPK戦で勝ち残った地元勢、別府シニア。

◆後半13分：飯笹さんがもらったＦＫを、あえて目を合わさず、コキにゴロパス、これを短
くドリブルでキーパーもかわしてゴールを決めて２点目（ビデオ参照）

オリエント
（福岡）

ガッチイク
ゼ

大村アゴ
（長崎）

エストレー
ラ（佐賀）

別府シニア
（大分）

西郷どん
（鹿児島）

◆前半：再三チャンスがありながらも、引き気味に戦う相手の守備の網にかかり、ゴールで
きず、前半終了。

◆後半3分：右サイドから飯笹さんが上げたクロスに、後ろから走り込んだ牧野さんが受け
てそのまま、フォアポスト側に綺麗に決めて先制。

相手は最年長を投入し最年長ゴールも狙うとの事。別府監督の中村氏から再三成田も高山さ
んを先発に入れるように誘われますが、その手には乗らず。しかし高山さんは出る気十
分・・・



■中尾会長と司会の中村さん、恒例ビンゴ大会の名ナビ大平美幸氏 　　　■上機嫌の高山・水谷さん

■毎年友情溢れる藤田氏の交流（宮崎D’S） ■ビンゴで当たりのコキと伊藤さん

■菅原さんもこの笑顔

■夜の別府探索はまず腹ごしらえ、その後は・・・ ■恒例のビンゴ大会では、今年も沢山当たりました

夜の部も各チーム飲み食いに熱戦繰り広げ、別府シニア漢字の皆さんに感謝！！

第４回　別府湯の街　O-58レジェンドカップ（８人制）（歓迎P）4/4

　≪夜の部の報告≫湯の街別府だけに毎年盛り上がるビンゴ付き懇親会、夜の部も重厚なお
もてなしに九州シニアチームの面々と懇親は深まり、テーブルを回りながら盛り上がる事果
てしなく、一同大満足。主催の別府市サッカー協会シニアの皆さん、企画に運用に本当に有
難うございました。その後の夜の別府出動もお決まりコース、まずは腹ごしらえで中華そ
ば、その後は有志数人（名前は言えません）で夜の闇に消えていく・・・。
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