


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

名古屋戦に辿れる原点
一体感を持って粘り強く戦う

たら伝えます。ベルマーレは若い選手が多いので、そう
いう考え方もあるんだと気付きになれば成長にも繋がる。
自分も上の年齢になってきたのでそれは心掛けてます」。
　くだんのFC東京戦から約2週間、サガン鳥栖戦の開催
休止を経て、今節はヴィッセル神戸をホームに迎える。
タレントひしめく彼らは現在10位ながら、浦和レッズ
に勝利し、川崎フロンターレや横浜F・マリノスと引き
分けるなど、上位陣に一歩も譲らぬ戦いを演じている。
ルヴァンカップ準々決勝から中2日で迎える今節はメン
バーの入れ替えも予想されるが、層の厚い彼らのこと、
いずれ劣らぬ才が名を連ねるに違いない。
　「湘南らしく一体感を持って粘り強く戦うことが大事」
一戦を見据え、馬渡は自分たちのやるべきを語る。
　「神戸のように個々の能力の高いチームに対しては組織
で勝負しなければいけない。守備は全体でまとまって、
奪いに行くところは行く、奪いに行けないときはしっか
りセットして守る。奪ったボールはしっかり大事にして、
遅攻と速攻を使い分け、セットプレーなど数少ないチャ
ンスをモノにして勝点3に繋げたい」
　あわせて、守備のスイッチを入れることが自身の役目
だと馬渡は続ける。
　「僕がスプリントして相手に寄せることで、ほかの選手
がボールを奪える。そういうシーンを数多くつくりたい」
　かように守備の意識を日々高める。その姿勢はすべて
チームの勝利に繋がっている。

　前節FC東京に0－3で敗れ、連敗は6に伸びた。生み
の苦しみが続くなかで、しかし敗れてなお見逃せない手
触りがチームにはある。「負けているので内容がよければ
OKというわけにはいかない」馬渡和彰はそう釘を刺し
たうえで、一戦に見出したたしかな手応えを口にする。
　「でも内容が少しずつ変化してきているのはポジティブ
な要素。振り返れば得点を決められるシーンはけっこう
あった。そこで先手を取れていたら結果は変わっていた
と思うし、0－3の内容ではなかったと思います」
　ひとつの契機は前々節名古屋グランパス戦に辿れよう。
原点を見つめ直し、意欲的なハイプレスとともに流れを
手繰り寄せた一戦は、試合終了間際の失点に沈みこそすれ、
自分たちの進むべき針路をしかと示していた。
　馬渡は言う。
　「守備は名古屋戦から継続して整理されている。また
FC東京戦では、以前ならすぐに蹴ってしまうような場所
でも繋ぎ、ボールを前進させることができた。ミスを恐
れず前に進むところは以前より進歩している。練習でやっ
てきたことが少しずつ出ていると思います」
　馬渡自身、チームに対する働きかけを絶やさない。コ
ミュニケーションを大事にし、気付いたことや思うとこ
ろがあれば仲間に意見を投げかける。曰く、「プレーの引
き出しをたくさん持っておきたいとつねに考えているの
で、ひとのプレーでももっとこうすればいいのにと思っ

3 DF
馬渡 和彰 MAWATARI KAZUAKI

市立船橋高から東洋大へ進み、2014年にJ3の鳥取でプロに。そ
の後2016年に金沢、2017年に徳島へ移籍しJ2の舞台へ。さらに
2018年には広島へ移籍し念願のJ1の舞台でプレーすることに。
2019年に川崎、そして今季は湘南に加入。努力を重ねJ3からJ1
まで駆け上がり、これまで6つのクラブでプレーした経験豊富
なプレイヤー。

1991年6月23日生（29歳）／東京都世田谷区出身／175cm・72kg



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･グレー/黒/白）（黄緑/黄緑/黄緑）
ヴィッセル神戸

神 戸J1第12節（湘南）、YLC PS準決勝（神戸）スターティングメンバー

アンドレスイニエスタをはじめ、強力な
個性が集う神戸。なかでも古橋享梧（写
真）には注意したい。スピードと得点力に
優れるストライカーは現在チームトップ
の5ゴールをマークする。昨季ベルマー
レとの対戦でも一瞬の隙を突いて背後を
捉え、ゴールも仕留めている。かつてとも
にプレーした小川慶治朗も含め、コンパ
クトなラインコントロールとともに粘り
強く攻撃陣を封じたい。さらに高い位置
で奪えばゴールは近づくはずだ。

 １  GK 前川 黛也

 ３  DF 渡部 博文

 ４  DF トーマス フェルマーレン

 ５  MF 山口 蛍

 ６  MF セルジ サンペール

 ８  MF アンドレス イニエスタ

 ９  FW 藤本 憲明

11 FW 古橋 亨梧

13 FW 小川 慶治朗

14 MF 安井 拓也

17 DF 菊池 流帆

18 GK 飯倉 大樹

19 DF 初瀬 亮

21 FW 田中 順也

22 DF 西 大伍

23 DF 山川 哲史

24 DF 酒井 高徳

25 DF 大﨑 玲央

27 MF 郷家 友太

28 GK 吉丸 絢梓

30 GK 伊藤 元太

31 MF 中坂 勇哉

33 DF ダンクレー

38 MF 佐々木 大樹

41 FW 小田 裕太郎

44 DF 藤谷 壮

49 FW ドウグラス

ヴィッセル神戸 　監督 トルステン フィンク

J1リーグ 第12節 FC東京 ３●０ 湘南
J1リーグ 第13節 湘南   中止  鳥栖

J1リーグ 第13節 神戸 ３△３ 横浜FM
YLC PS  準決勝 神戸 ０●６ 川崎F
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9月5日（土）

※8/30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
セレッソ大阪
ＦＣ東京
名古屋グランパス
浦和レッズ
横浜Ｆ・マリノス
柏レイソル
ガンバ大阪
鹿島アントラーズ
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
北海道コンサドーレ札幌
横浜ＦＣ
大分トリニータ
ベガルタ仙台
清水エスパルス
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ

勝点
35
27
25
24
23
21
20
20
18
18
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14
12
11
9
7
4

点差
＋29
＋5
＋7
＋11
－2
＋4
＋5
＋1
＋0
－2
＋3
－8
－9
－9
－6
－11
－5
－13

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18

第14節 他会場の試合

J1リーグ第12節 FC東京戦「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
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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
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まな
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tomo.knh
momoka

ニンニン Jr
共に闘う☆蒼

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

えりな Happy Birthday ! 雪絵 & 愛海 YASUTAKA #99

まっすぅー

追いかけるペン。（＾＾）

ゴール決めちゃえ！！

追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

Enjoy☆Footbal l

tomo.knh

金指徳宏 伊皿子倶楽部 tomoe

TAEKO

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

MF 柴田 壮介
シバ タ   ソウスケ

30
GK 堀田 大暉

ホッタ    ダイ キ
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
31

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。 イベントマップ参照

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！

引換はこちらへ

 ➡



※サービスのご利用には一定の条件があり、審査が必要です。

お問合せ
湘南ベルマーレ
電力担当宛て

℡0463-25-1211

ONE BELLMARE
湘南ベルマーレ クラウドファンディング

詳細は　
こちらから➡



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。

ぴぃちゃんち
YaadFood
クレープくれよん
ソフトタコス ベラクルス
いちばん
SITA
BULL’S（DA FIORI)
カフェアミーゴ
薪窯焼きpizza uncle ken
Loco Kitchen
鳥仲商店

THE WILD DOGS FOOD TRUCK
つじ道ラーメン

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
❸PENA MASK受注受付ブース

❹明治安田生命健活ブース 
❺湘南ベルマーレカードセゾンブース
❻2020後期ポスター配布ブース

❼勝利のハイタッチポップコーン
❽クラウドファンディングブース
❾ベルマーレカレー＆ごはんブース

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

インフォメーション

【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。

16:30  入場
16:40～  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

17:25～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
17:50～18:15  選手ウォーミングアップ
18:16～  スペシャルデー ゲストトーク
　明治安田生命保険相互会社
　　大船支社支社長 砂永  一浩 様
　　平塚支社支社長 浅野 康 様

18:19頃  選手紹介

⬆詳細はこちら

18:25頃  プレゲーム映像放映
18:28～  選手入場
18:30～  花束贈呈
明治安田生命スペシャルデー
JFAリスペクト･フェアプレーデイズ2020
18:34  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
MOMプレゼンター/花束/ Progression賞プレゼンター
　相模石油株式会社 代表取締役社長 小泉光哉 様
　　　　　　　　　　　　　　　　  小泉光德くん



編集･発行／株式会社湘南ベルマーレ
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福島ユナイテッドFC情報
第14節 9/5（土）17:00 
　vs FC相模原 @ギオンス[A］
第15節 9/13（日）15:00 
　vs 鹿児島ユナイテッドFC @あいず[Ｈ］

vs 清水エスパルス
2020 明治安田生命J1リーグ 第17節

18:30kick off9/19（土）
次回ホームゲーム

★キリンビバレッジ
　生茶20周年スペシャルデー

この度「湘南ベルマーレカードセゾン」クラブ応援
キャンペーンを開催します。
さらに、新規ご入会者様全員に第25節10/31（土）
vs横浜FCとのペア招待券プレゼントいたします！
ぜひこの機会に「湘南ベルマーレカードセゾン」への
ご入会をご検討ください！
◇期　間  8月18日（火）～9月30日（水）
◇内　容
●新規ご入会1件につき、湘南ベルマーレに株式会社
クレディセゾンよりクラブ強化資金として
　「1,500円」寄付されます。
●新規ご入会者様全員に第25節10/31（土）vs横
浜FCとのペア招待券プレゼント！

「湘南ベルマーレカードセゾン」クラブ応援キャンペーン開催！
～あなたのカード入会がベルマーレを強くする～

湘南ベルマーレでは、新型コロナウィルス対策のための
チーム運営費およびクラブ運営費補填を目的としたクラ
ウドファンディングを実施いたします。
新型コロナウィルスの影響を受け、Jリーグの一時中断など、
日本サッカー界は打撃を受けております。この危機的状況
を、ONE BELLMAREで、地域、サポーター、パートナー、ク
ラブが一体となって、ベルマーレファミリー
全員で乗り越えていきたい。皆様のご支援
が、ベルマーレファミリーみんなの未来の
“たのしめてるか。”をつくる支えになります。
どうか応援をよろしくお願いいたします。

クラウドファンディング実施のお知らせ！

◇リターン（返礼品）の一例
　【ユニフォームコース】
　20周年限定2000年復刻ユニフォーム（背番号なし）　
　■価格：30,000円

6月に受注販売したPENALTY製マスク「PENA 
MASK」ですが、ご好評につき第2弾の受注販売を実
施いたします！
今回はプレーヤーズver.が新登場！お好きな選手の
背番号＆ネームをお入れいたします！ぜひユニ
フォームとお揃いで着用してくださいね！さらに
ベーシックver.も新デザインを追加。
また、今回は公式オンラインショップだけでなく、各
オフィシャルショップやスタジアム特設ブースでも
受注を受け付けますので、ぜひご利用ください！
◇販売開始  8月22日（土）～9月6日（日）まで
◇価　　格  1,200円（税込） ※会員割引対象外

第2弾！「PENA MASK」
受注受付ブース出店のお知らせ！！

毎年ご好評いただいているベルマーレのオフィシャ
ルカレンダーを選手たちの躍動感溢れるデザインで
作成いたします。
また、壁掛カレンダーの形状変更に加えて、新たに卓
上カレンダーもお選びいただけるようになりまし
た！さらに、1つ1つ袋に入った状態での納品とな
り、配りやすさもUP！ご利用シーンに合わせて形状
をお選びください！ぜひ企業、店舗、各種団体・グ
ループ等でご利用ください。
【2021湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー（壁掛タイプ）】
【2021湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー（卓上タイプ）】
◇期間限定予約：価格880円（税込）
　※50部以上、以降追加は10部単位での
　　お申し込みとなります。
◇お申込期日 10月9日（金）まで

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

⬆ご入会はこちら

＊新発売される「生茶～ほうじ煎茶～」
525mlペットボトルをブースにて
先着500名様へプレゼント！
その他にもイベント目白押し！

【卓上カレンダーが新登場！】
「2021 湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー」
名入れver. 受付開始！！



明治安田生命 大船支社 平塚支社は
湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナーです

グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

NEW

NEW

【販売場所】15:30～18:30
@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】15:30～18:30
@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：
　土台 約縦4×横11㎝
　本体 約縦11×横10㎝

【アクリル
ナンバースタンド】

価格 ￥800価格 ￥3,000サイズ：50×50㎝
素材：コットン

●キャラver.：全30種（特別指定・2種登録選手を除く）
●ナンバーver.：全30種（特別指定・2種登録選手を除く）

●全30種 ランダム
（特別指定・2種登録選手を除く）

【プレーヤーズトートバッグ】

全30種類
（特別指定・2種登録を除く）

全30種類
（特別指定・2種登録を除く）

ベルガチャ

★１回 5００円★

【ラバーキーホルダー
～プラクティスシャツVer. ～】

【缶バッジ
～プラクティスシャツVer. ～】
●ノーマル：缶バッジ
　サイズ：直径約6㎝
●レア：BIG缶バッジ
　サイズ：直径約10㎝

●ノーマル：ラバーキーホルダー
　サイズ：約縦4.5×横3.5㎝
●スパーレア：BIGアクリルキーホルダー
　サイズ：約縦10.5×横6㎝

★１回 5００円★
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