


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

迎えるは堅守を誇るセレッソ大阪
隙を与えず「GET3」を！

　「練習してきたことが結果に繋がれば自信になる。少し
ずつですけど、目に見える結果が出ていることが自信に
繋がっているのかなと思います」
　チームはしかし、まだ納得のいく結果を得られてはい
ない。前回のホーム鹿島アントラーズ戦でリーグ戦今季
初勝利を記したが、前節は首位の川崎フロンターレとア
ウェイで戦い、1－3で敗れた。相手の攻撃を粘り強く封
じてスコアレスで折り返し、後半タリクのJ初ゴールで
先制したものの、その後ミスもあって逆転負けを喫した
のだった。
　「前半耐えて、タリクが点を取ってくれて、いい流れで
来ていたんですけど、集中力を欠いてイージーな失点を
してしまった。隙をつくらないところは川崎が一枚上手
だった。そういうところで勝負は分かれる」
　鈴木は前節をそう振り返ると、「つねにフレッシュな気
持ちで戦っていきたい」とあらためて今節に目を向けた。
　「相手はずっとお世話になったクラブなので、特別な想
いもある。年に2回対戦がありますけど、対戦するたび
に成長していると思われるようにプレーしたい。前回戦っ
たときよりも成長していると思われたらいいし、それが
チームの結果に繋がればなおいいかなと思います」
　下部組織で育った20歳にとって特別なクラブであるこ
とはいまも変わらない。「たくさんの思い出があるし、僕
の土台をつくってくれた」と想いを抱く古巣に、結果で
恩返しを果たしたい。

　今節迎えるセレッソ大阪との戦績は悪くない。通算17
勝3分16敗、さらにホームでは10勝1分6敗と勝ち越し
ている。だが昨季前半戦は0－2で敗れ、後半戦もアウェ
イで好勝負を演じながら0－1と惜敗した。つまり、ロ
ティーナ監督が指揮を執るセレッソからベルマーレはま
だ勝点を奪えていない。
　昨季の両試合に先発した鈴木冬一は、目下4位につけ
る相手の印象をこう語る。
　「全員で守って全員で攻めるイメージで、そのなかに巧
い選手がたくさんいる。守れて点も取れる、強いチーム
だなと感じます」
　ホームで対戦した昨季の一戦目は、初の古巣戦という
ことで緊張があったという。だが二戦目は、敗れこそすれ、
プレーの手応えとともに楽しさを感じたそうだ。
3度目の対戦となる今節、鈴木は昨季とは異なる自身の
変化を自覚する。
　「いまは自信を持ってプレーしているし、試合に出させ
てもらっているぶん、チームを勝たせなければいけない
という責任感もより強くなったと思います」
　自信は今季の歩みに辿れるようだ。浦和レッズとの開
幕戦で2アシストを記録すると、4カ月余りの中断期間を
経てリーグが再開して以降も、横浜F・マリノス戦で得
点を決めるなど、ここまで1ゴール3アシストをマークし
ている。

28 MF
鈴木 冬一 SUZUKI TOICHI

U-12よりセレッソ大阪のアカデミーで育ち、U-15、U-18と昇格。
高校3年時に長崎総合科学大学附属高に転籍し2019年に湘南
ベルマーレでプロに。ドリブルをはじめ高い個人技、類まれなセ
ンスでアグレッシブに攻撃をけん引。さらに守備でも粘り強く戦
う姿勢がチームに力を与えている。U-15より年代別の日本代表
に選出され2019年は飛び級でU-22日本代表にも選出された。

2000年5月30日生（20歳）／大阪府東大阪市出身／165cm・61kg



Match  information

湘南ベルマーレ

湘 南

直近の試合結果 直近の試合結果
（白/白/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

第６節 湘南 １○０ 鹿島
第７節 川崎F ３●１ 湘南

第６節 C大阪 ０△０ 神戸
第７節 鳥栖 １△１ C大阪

 １  GK 永石 拓海
 ２  DF 松田 陸
 ３  DF 木本 恭生
 ４  DF 小池 裕太
 ５  MF 藤田 直之
 ６  MF レアンドロ デサバト
 ８  FW 柿谷 曜一朗
 ９  FW 都倉 賢
10 MF 清武 弘嗣
11 MF ルーカス ミネイロ
13 FW 高木 俊幸
14 DF 丸橋 祐介
15 DF 瀬古 歩夢
16 DF 片山 瑛一
17 MF 坂元 達裕
18 FW 鈴木 孝司

19 FW 澤上 竜二
20 FW ブルーノ メンデス
21 GK キム ジンヒョン
22 DF マテイ ヨニッチ
24 FW ウェリング ピアス
25 MF 奥埜 博亮
26 MF 秋山 大地
27 GK アン ジュンス
29 MF 島村 拓弥
30 MF 喜田 陽
31 FW 山内 寛史
32 FW 豊川 雄太
33 FW タワン
35 MF 吉田 有志
37 MF 前田 龍大
38 MF 西本 雅崇

39 DF 庄司 朋乃也
41 MF 松本 凪生
42 FW 藤尾 翔太
43 DF 西尾 隆矢
44 MF 吉馴 空矢
45 GK 茂木 秀
46 DF 田平 起也
47 MF 前川 大河
48 FW 新保 海鈴
49 MF 西川 潤
50 GK 上林 豪
51 GK 下中 凌我
52 DF 大橋 滉太
53 MF 岡澤 昂星
54 MF 近藤 蔵波

セレッソ大阪

C大阪

セレッソ大阪 　監督 ロティーナ

J1・第7節スターティングメンバー

昨季リーグ最少失点のセレッソ大阪。今
季も堅守は健在で、目下4位につけてい
る。攻守ともにタレント集うなか、右サイ
ドバックの松田陸（写真）に注目したい。
豊富な運動量で右サイドを駆け上がり、
チャンスを演出する一方、ゴール前で体
を張るなど守備にも献身する。マッチ
アップが予想される鈴木は、「フリーでク
ロスを上げさせたくないし、いいシュー
トも打つので、しっかり間合いを詰めた
い」と相手の攻撃力に注意を払う。 ⒸJ.LEAGUE
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16 齊藤

2 金子22 大岩

20 岩崎

14 中川
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38 石原（広）

8 大野
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28 鈴木
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8月1日（土） 
@ユアスタ
@ニッパツ
@豊田ス
@埼玉
@味スタ
@パナスタ
@昭和電ド
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横浜FC
名古屋
浦　和
FC東京
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清　水
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川崎Ｆ
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18:00
18:00
18:00
19:00
19:00
19:00
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@札幌ドvs札　幌 神　戸14:00

Ranking
※7/26日時点明治安田生命J1リーグ順位表

　　  チ ー ム
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
名古屋グランパス
ＦＣ東京
セレッソ大阪
浦和レッズ
柏レイソル
北海道コンサドーレ札幌
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
横浜Ｆ・マリノス
大分トリニータ
ベガルタ仙台
横浜ＦＣ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ
鹿島アントラーズ
清水エスパルス

勝点
19
16
14
14
14
13
12
12
9
7
7
7
6
5
4
4
4
4

点差
＋14
＋5
＋7
＋3
＋3
－1
＋6
＋3
－2
＋3
－2
－4
－5
－9
－4
－5
－6
－6

順位
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17

第8節 他会場の試合

J1リーグ第7節 川崎戦「TRACKING DATA」



DF 坂  圭祐 DF 岡本 拓也
オカモト  タク ヤ

MF 梅崎  司
ウメサキ　 ツカサ

FW 石原 直樹
イシハラ  ナオ キ

MF 齊藤 未月
サイトウ   ミ ツキ

FW 大橋 祐紀
オオハシ  ユウ キ

MF 茨田 陽生
バラ ダ   アキミ

MF 澤田  恒
サワ ダ     コウ

DF 大野 和成
オオ ノ    カズナリ

FW 岩崎 悠人
イワサキ  ユウ ト

GK 後藤 雅明
ゴ トウ  マサアキ

DF 舘  幸希
タチ    コウ キ

サカ    ケイスケ

DF 大岩 一貴
オオイワ  カズ キ

タニ    コウセイ
GK 谷  晃生 MF 三幸 秀稔

ミ ユキ  ヒデトシ
29
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1413
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25

4

イブスキ   ヒロ シ
FW 指宿 洋史

9

MF 鈴木 冬一
スズ キ　 ト イチ

28
DF 畑  大雅

ハタ     タイガ
26

MITSUKO mimoza

tomo.knh

伊皿子倶楽部

としひろ
追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

15
MF 福田 晃斗

フク タ  アキ ト

MASUDASAN 追いかけるペン。（＾＾） まっつん

石さん⚽

Enjoy☆Footbal l

tomo.knh

TAEKO TAEKO

まっつん

金指徳宏 takko

11

MF 古林 将太
コバヤシ  ショウタ

FW タリク
10

MF 山田 直輝
ヤマ  ダ   ナオ キ

5

あきえ
初出場おめでとう！ tomo.knh

まよ
YASUTAKA #99

MF 柴田 壮介
シバ タ   ソウスケ

30 38
DF 毛利 駿也

モウ リ  シュンヤ

MF 松田 天馬
マツ ダ　テン マ

44
DF 石原 広教

イシハラ  ヒロカズ

MF 金子 大毅
カネ  コ    ダイ キ マワタリ  カズアキ

DF 馬渡 和彰
1 2 3

GK 富居 大樹
トミ イ   ダイ キ

その試合に期待する選手個人をサポートしていただくシステムで、ご協賛金の半額は選手本人、半額はチーム強化費に
充てられます。お申込みの方には、御礼の特典として、
１. 試合当日に来場者全員へ無料配布されるマッチデープログラム内に、選手顔写真とともにご希望のお名前を掲載します。
２. 選手個人からの直筆サイン＆メッセージ入りポストカードを後日郵送にてプレゼントします。
３. 選手・監督と触れ合える交流会の参加権があります。 
詳細は公式サイト（http://www.bellmare.co.jp/mdpa2020）へ！

抽選プレゼント

•株式会社パイロットコーポレーション
 「ドクターグリップ4+1」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100名様
•株式会社ハブ「HUB藤沢店 飲食券2,000円分」・・・・・20名様
•湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」ペアご招待券・・・・・・2名様

ここにスタンプが押してある方が、
「本日の来場者プレゼント」大当たり!本日の来場者プレゼント

当日のみ
有効

2020湘南ベルマーレメンバー＆
マッチデープレイヤーズアシスト

マッチデープレーヤーズアシストとは

キングベルパークの「イン
フォメーションブース」に
本マッチデイプログラム
をお持ちください。

監督  浮嶋  敏
ウキシマ    ビン

※No.32 MF 田中聡、 No.33 MF 横川旦陽、

No.34 DF 佐久間翔士、 No.35 MF 原直生、

No.36 DF 石井大生、 No.37 FW 根本凌、

No.41 MF 平松昇は、 二種登録ならびに

J FA ・ J リーグ特別指定選手のため

お申込みは受付けておりません。

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！



地域の法人・自治体・団体・組合、または
個人の方を対象にベルマーレをサポート
していただける皆さんを募集しています。

地域の法人・自治体・団体・組合、または
個人の方を対象にベルマーレをサポート
していただける皆さんを募集しています。

その他の
ご協賛特典ご協賛金額(税別)メンバー名

GOLD（ゴールド）

SILVER（シルバー）

BRONZE（ブロンズ）

GREEN（グリーン）

BLUE（ブルー）

100,000円

50,000円

30,000円

300,000円

200,000円

①～⑦

①～⑤

①～⑤

①～⑦

①～⑧

観戦チケット
引換券

公式サイトへの
社名等の掲出

スタジアム入場ゲート
への社名等の掲出

H210×W430(mm)
の指定ロゴを掲出

指定ロゴ

文字のみ

文字のみ

文字のみ

文字のみ

H100×W290(mm)
の指定ロゴを掲出

H65×W165(mm)
の文字のみを掲出

H30×W100(mm)
の文字のみを掲出

H150×W290(mm)
の指定ロゴを掲出

お申込み・お問合せ先：㈱湘南ベルマーレ　www.bellmare.co.jp　TEL：0463-25-1211　FAX：0463-24-2514　MAIL：bellmare@mf.scn-net.ne.jp

★お申込み月から1年間有効です★

＝その他のご協賛特典＝
①オリジナルペナント
　プレゼント
②クラブ主催各種パーティへの参加
権（会費制）

③オフィシャルハンドブックへの社
名等の掲出　

④オリジナルメンバーズカード発行
⑤オフィシャルハンドブックを進呈
⑥クラブキャラクター＆応援メッ
セージの使用

⑦限定イベントへの参加権（会費制）
⑧大型ビジョンでの企業名等を掲出

プ
レ
ミ
ア
ム

メ
ン
バ
ー

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

メ
ン
バ
ー

※観戦チケット引換券は券売状況により、使用できない場合もございます。予めご了承ください。

募集中

40 席分

40 席分

20 席分

8席分

8席分

湘南ベルマーレの公式会員有料サイトとして新たに
「Fan!Fun!Bellmare （ファンファンベルマーレ）」が
絶賛配信中！
選手の素顔により迫った動画コンテンツをはじめ、試合
後の選手の声やスタジアムグルメなど新鮮な映像を皆様
にお届けします。
これを見ればベルマーレがもっと好きになる!?
ぜひご覧ください。

湘南ベルマーレ公式会員有料サイト
「Fan!Fun!Bellmare」絶賛配信中！詳細は

こちらから➡

◆月　額  500円（税別）



新スタイルのゴミ拾い
「LEADS TO THE OCEAN」プロジェクト
湘南ベルマーレ、海さくら、株式会社長谷萬、日本財団がタッグを
組み、環境問題・清掃活動に新たなイノベーションを起こす
「LEADS TO THE OCEAN」プロジェクトを進行中！
◆実施なし ※新型コロナウイルスへの感染予防および拡散防止のため、
今後の感染拡大状況等に鑑み判断し、決定次第改めてお知らせいたします。

「新たなスタジアム観戦スタイル」について

ラッキーバースデー記念撮影！
ホームゲームの日が誕生日という方は試合終了後にピッチレ
ベルに降りて記念撮影ができます。
今シーズンからは「ベル12会員」限定イベントに！ぜひファン
クラブに入って一生の思い出をスタジアムで作ろう！
◆実施なし ※新型コロナウイルスへの感染予防および拡散防止のため、
今後の感染拡大状況等に鑑み判断し、決定次第改めてお知らせいたします。

THE WILD DOGS FOOD TRUCK
オカリナキッチン
小田原牧場アイス工房
ソフトタコス ベラクルス
Shallow Bee
丼もの屋
NAOCAFE
PUEN THAIFOOD湘南
まついSunち
いちばん
レストランなんどき牧場

ケバブ ペルシア MAS
manma

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⬇7ゲート側での出店⬇
⑫
⑬

☆フードパーク

❶エコステーション

❷ベルガチャステーション
こちらでゴミを回収しております。キレイなスタジアムづくりを目指しましょう！

ベルマーレグッズのガチャガチャコーナー！両替も承ります。

❸「湘南オリーブ」販売ブース

❹勝利のハイタッチポップコーン
ベルマーレが持続可能な地域づくりとして新たに着手した「湘南オリーブのオリーブオイル」を販売します。

ベルマーレオリジナルポップコーンの販売！勝利時には抽選で10名様にスペシャルサイン色紙を
プレゼント（感染予防のため特典のハイタッチは実施いたしません。）

Shonan BMW
スタジアム平塚
イベントマップ
湘南ベルマーレグッズ売店

ベル12ブース

【イベントブース】※天候によって、イベントが中止・変更になる場合がございます。

本日のイベント情報 ※イベント参加やフードパークご利用の際、再入場可能です

再入場の際にはこちらのマッチデープログラムが再入場券となります。お忘れなく！

湘南ベルマーレでは、ガイドラインの運営プロトコルに沿って
精一杯の「たのしめてるか。」を提供できるようにクラブ一丸
となって適切な運営に努めて参ります。安心・安全のために対
策徹底中。
皆様一人ひとりのご理解とご協力が必要となりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

17:00  入場
17:10～  相模石油エキシビションマッチ
　湘南ベルマーレサッカースクール

17:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
18:20～18:45  選手ウォーミングアップ
18:49頃  選手紹介

18:55頃  プレゲーム映像放映
18:58～  選手入場
19:03  キックオフ
試合終了後（勝利した場合）
相模石油グループ マン・オブザ・マッチ 表彰 /
Progression賞 表彰

詳細はこちら➡



編集･発行／株式会社湘南ベルマーレ
〒254-0026 神奈川県平塚市中堂18-8 E棟3階
Tel.0463-25-1211　Fax.0463-24-2514

【ＦＣ】 www.bellmare.co.jp  【ＳＣ】 www.bellmare.or.jp

福島ユナイテッドFC情報
第８節 8/2（日）18:00 
　vs ロアッソ熊本 @えがおＳ[A］
第９節 8/9（日）15:00 
　vs カマタマーレ讃岐 @とうスタ[Ｈ］

vs ガンバ大阪 19：00kick off
2020 YBCルヴァンカップ グループステージ 第3節8/12（水）次回ホームゲーム

詳細は公式サイトへ　http://www.bellmare.ne.jp

Jリーグが推進する社会連携活動「シャレン！」は、地
域のひとや企業、団体、自治体、学校等とJリーグ・Jク
ラブが連携し、社会課題や共通のテーマに取り組む
活動でベルマーレが昨年9月にスタートさせた教育
プロジェクト！「湘南まなべるまーれ」もそのひとつ
です。地域の企業と手を組み、仕事に夢中になってい
る大人の姿を通して、自分がほんとうに夢中になれ
ることはなにかを子どもたちに問いかけ、地元企業
へ目を向けてもらう取り組みです。
新たな社会連携活動として、ホームタウンの二宮町
が力を入れているブランド「湘南オリーブ」の振興に
着手し、オイルをはじめ、新漬けやお茶、羊羹など、二
宮町を中心に収穫されたオリーブを用いた商品の総
称です。二宮町の新たな名物とともに、湘南地域の宝
を掘り起こす。オリーブを通じ、ベルマーレは持続可
能な地域づくりに取り組み湘南ベルマーレスポーツ
クラブでは「SDGs」実現に向けて、様々な活動を
行っています。
◇販売時間  16:00～
◇販売場所  キングベルパーク
◇販売商品
　①湘南ミッション  2,800円(税込)
　　熟す前の青い実を中心にミッションを搾油。
　　青草の香りと軽快な辛味、苦味が特徴です。
　②湘南ブレンド  2,800円(税込)
　　ピクアル、アルべキーナ、フラントイオ、など
　　数種類をブレンド。
　　青りんごの優しい香りと深みのある甘味が
　　特徴です。
　③アンダルシア  1,800円(税込)
　　スペイン産オイルと湘南産オイル
　　のブレンド。

詳細はこちら➡

「湘南オリーブ」とともに描く夢――
ベルマーレが新たに取り組む持続可能な地域づくり！！
「湘南オリーブのオリーブオイル」を本日販売！！

湘南ベルマーレのホーム&アウェイゲーム観戦時に
シーズンチケット、ベル12会員証をワンタッチパス
端末にタッチすると、来場者ポイントを貯めること
ができます。貯まった来場ポイントは来場ポイント
プログラム限定オリジナルグッズと交換することが
できます！たくさんスタジアムへ来場して、豪華
グッズを手に入れましょう！
◇来場ポイント対象者
　●シーズンチケット会員
　●サポーターズクラブベル12会員

オフィシャルプレミアムパートナーである株式会社三
栄建築設計代表の小池信三氏により2017年5月23
日に設立されました一般財団法人メルディアにて、様々
な理由から競技を続けられない青少年フットボーラー
のための奨学制度「青少年スポーツ支援事業」申込者
を募集いたします。
【青少年スポーツ支援事業 概要】
◇対　象  18歳未満（国籍問わず）
◇選考内容
　（1）書類審査  （2）サッカー技量テスト
　（3）面接
◇人　数  5名（予定）／年
◇支援額  120万～240万円

今シーズンもホームゲームにて、オフィシャルクラ
ブパートナーの皆様による冠試合が「スペシャル
デー」として開催されます。開催日が決定いたしまし
たのでお知らせいたします。
◇第11節  
　8月19日(水) 19:00 vs名古屋
　サン・ライフスペシャルデー
◇第13節  
　8月29日(土) 19:00 vs鳥栖
　明治安田生命スペシャルデー

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

2020シーズン オフィシャルクラブパートナーによる
「スペシャルデー」開催日程決定のお知らせ！！

一般財団法人メルディア「青少年スポーツ
支援事業」申し込み者募集のお知らせ！

シーズンチケット&ベル12
「2020来場ポイントプログラム」について！

⬅詳細はこちら

※シーズンチケット会員
で権利無効化をご選択
されたお客様は対象外
です



グッズ情報グッズ情報 ※全て税込価格

NEW

NEW

NEW

【販売場所】16:00～19:00
@Shonan BMWスタジアム平塚 キングベルパークグッズ売店のみ
※今節は中央G、7Gグッズ売店の出店はございません。

【販売場所】16:00～19:00
@Shonan BMWスタジアム平塚 キングベルパークグッズ売店のみ
※今節は中央G、7Gグッズ売店の出店はございません。

サイズ：直径10㎝
素材：ポリエステル100％

価格 ￥1,400

サイズ：縦35×横86㎝
素材：綿100％

価格 ￥2,000

【HELLO KITTY×
湘南ベルマーレ 
コラボシュシュ】

【HELLO KITTY×湘南ベルマーレ
コラボクリアポーチ（2個セット】

【HELLO KITTY×
湘南ベルマーレ
コラボフェイスタオル】

サイズ：大  縦17×横20㎝
　　　 小  縦10×横20㎝
素材：ポリ塩化ビニル
価格 ￥3,200

【クリアチャーム
～スイカver. ～】

ノーマル：31種類
レア：31種

ガチャガチャ

★各１回 5００円★

【缶バッジ～
スイカver. ～】
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