


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

大切なのは戦う姿勢
結果にこだわり、勝点3を届けたい

めにもっと迫力をもって攻撃する必要があると思います」
　実際、数字にも攻撃面の課題が垣間見える。シュート
数は第10節横浜FC戦を最後に1ケタが続き、前節はわ
ずか3本にとどまった。「自分を含めてチャンスがあれば
もっと振っていく必要がある」と、金子もそう自戒を込
めて語るところだ。
　今節は3位FC東京を迎える。1カ月余り前にアウェイ
で行なわれた前回対戦では、ベルマーレがポゼッション
で上回りながらも相手の堅守を崩せず、逆にセットプレー
の先で失点し、ゲーム終盤にもカウンターから追加点を
奪われて、0－3で敗れた。
　「しっかり守り、外国籍選手をうまく使ってカウンター
を仕掛けるなど個人の能力で得点を仕留める力がある」
金子はFC東京をそう評し、今節に目を向ける。
　「ゴール前で体を張ることやシュートブロックは大事だ
と思います。僕自身、ディフェンスラインと連係しなが
らしっかりとリスク管理をして、ボールを保持している
ときにはうまく顔を出して前線と後ろを繋げられるよう
にプレーしたい」
　そして、なにより強調するのは根っこの部分だ。
　「戦術というより、戦う姿勢――球際に強く行ったり、
切り替えを速くしたり、そういう基本のところで相手に
負けないことがまずは大事だと思います」
　ホームで立て続けに勝点を逃がすわけにはいかない。
勝利で弾みをつけたい10月の初陣である。

　厳しい戦いが続いている。9月最後のゲームとなった
前節も川崎フロンターレに0－1で敗れ、清水エスパルス
戦と鹿島アントラーズ戦に続き3連敗となった。
　内容にはしかし、希望も認められる。首位チームがボー
ルを保持する展開のなかで、序盤に先制点こそ許したも
のの、その後持ち前のカウンターで一度ならず決定機を
演出した。負傷離脱の多い状況下、J1初スタメンを記
した二種登録の田中聡ら若き3バックの奮闘も見逃せな
い。上背がないながらも対人の強さや前に出ていく力な
ど個々に特長を発揮し、リーグ随一の得点力を誇る相手
を組織力で最少失点に抑えた。
　ただそれでも、「内容がよくても勝たないと意味がない」
金子大毅は冷静に振り返る。
　「3バックがいつもと違うなかで失点が少なかったこと
はよかったですけど、勝点を逃がすことはできないし、
内容が悪くても勝って反省を活かせれば問題ない。勝負
は勝つか負けるかなので、勝負強さが必要だと感じます」
　チームに緩さや甘さを感じているわけではない。金子
が指摘するのは、攻める姿勢だ。
　「（後半アディショナルタイムに失点した）鹿島戦は最
後0－0なのに相手のほうが圧倒的に攻めている時間が
長かったし、川崎F戦のように失点しているのならゴー
ルを奪い切る姿勢や迫力をもっと出さなければいけない。
ここ数試合は得点も取れていないので、ゴールを奪うた

2 MF
金子 大毅 KANEKO DAIKI

2018年、市立船橋高校から進学した神奈川大学を1年で辞めベ
ルマーレに加入。ボランチとしてボール奪取や1対1など守備で
存在感を発揮するだけでなく、攻撃でも広い視野で鋭いパスを
繰り出す。無尽蔵の運動量をもってゴール前に係わる場面も数
多い。責任感強く、中盤でチームを支える。

1998年8月28日生（22歳）／東京都世田谷区出身／176cm・67kg



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
（青･赤/青/赤）（黄緑/黄緑/黄緑）
ＦＣ東京

FC東京J1第19節（湘南）、第29節（FC東京）スターティングメンバー

現在3位につけるFC東京。リーグ屈指の
堅守をベースに、スピードや決定力を携
える前線のタレントが攻撃を牽引する。
なかでもディエゴオリヴェイラ（写真）に
は要注意だ。前回対戦では勝負を決定づ
ける追加点を奪い、さらにひもとけば、昨
年も一昨年もベルマーレとの対戦でゴー
ルを挙げている。ACLの影響で今週水曜
日に前倒しされた第29節浦和レッズ戦
は累積警告で出場停止となっており、万
全の状態で今節を迎えるに違いない。

 １  GK 児玉 剛

 ３  DF 森重 真人

 ４  DF 渡辺 剛

 ５  DF 丹羽 大輝

 ６  DF 小川 諒也

 ７  MF 三田 啓貴

 ８  MF 髙萩 洋次郎

 ９  FW ディエゴ オリヴェイラ

10 MF 東 慶悟

11 FW 永井 謙佑

13 GK 波多野 豪

15 MF アダイウトン

19 MF 宮崎 幾笑

20 MF レアンドロ

22 DF 中村 拓海

23 FW 矢島 輝一

24 FW 原 大智

25 DF 蓮川 壮大

27 FW 田川 亨介

28 MF 内田 宅哉

31 MF 安部 柊斗

32 DF ジョアン オマリ

33 GK 林 彰洋

37 DF 中村 帆高

38 MF 紺野 和也

40 MF 平川 怜

41 GK 野澤 大志ブランドン

44 MF 品田 愛斗

45 MF アルトゥール シルバ

47 DF 木村 誠二

49 DF バングーナガンデ 佳史扶

ＦＣ東京 　監督  長谷川 健太

第18節 鹿島 １●０ 湘南
第19節 湘南 ０●１ 川崎F

第19節 鳥栖 ３●０ FC東京
第29節 浦和 ０○１ FC東京
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Ranking
※9/30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
横浜Ｆ・マリノス
名古屋グランパス
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
柏レイソル
浦和レッズ
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
大分トリニータ
横浜ＦＣ
サガン鳥栖
北海道コンサドーレ札幌
清水エスパルス
ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ

勝点
53
42
41
34
33
33
32
30
30
29
25
25
20
18
17
12
11
9

点差 
＋41
＋10
＋9
＋9
＋10
＋4
＋3
＋7
－9
＋1
＋5
－5
－12
－3
－17
－19
－17
－17

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

第20節 他会場の試合

J1リーグ第19節 川崎F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

医療法人天馬会 Makoro

TAEKO

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

Be Ambitious

伊皿子倶楽部

追いかけるペン。（＾＾） 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

Enjoy☆Footbal l

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

 ➡



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）

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➡

※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



◇新スタイルのゴミ拾い
　「LEADS TO THE OCEAN」プロジェクト
◇ラッキーバースデー記念撮影！
◆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。

「コロナ禍でのスタジアム観戦スタイル」について

湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」でドリンクサービス！
試合後に湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」を利用して頂くと、館内の
お食事処でドリンクを１杯サービスいたします！ ご入館時に、チケット
半券（ワンタッチパスの方はマッチデイプログラム）を提示して頂き
ますと、ドリンク券をお渡しいたします。試合の疲れを温泉とドリンク
で癒しましょう！ 【サービス可能なドリンク：サワー（各種）、メロンソー
ダ、コカ・コーラ、カルピス、緑茶、ウーロン茶】 本日当選した来場者プ
レゼントのご招待券でも、サービスは受けられます！

小田原牧場アイス工房

SITA

YaadFood

オカリナキッチン

Loco Kitchen

サンメッセしんわ

カフェアミーゴ

NAOCAFE

丼もの屋

薪窯焼きpizza uncle ken

Shallow Bee

ワンズケータリング

ケバブ ペルシア MAS
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③
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⑦
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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
❸PENALTY GET3ブース

❹勝利のハイタッチポップコーン
❺クラウドファンディングブース
❻平塚市クールチョイスPR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。

13:00  入場
13:10～  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
13:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
14:20～14:45  選手ウォーミングアップ
14:49頃  選手紹介
14:55頃  プレゲーム映像放映
14:58～  選手入場
15:00～  花束贈呈
PENALTYスペシャルデー
　株式会社ウインスポーツ  代表取締役社長 野﨑 克二 様
                                     稲垣 亜紀 様、 工藤 樹美 様

⬆詳細はこちら

15:03  キックオフ
ハーフタイム
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
　相模石油株式会社 
　本社サポートセンター 部長 小菅 標彦 様
花束  
　相模石油株式会社 
　本社サポートセンター 渡邉 安理沙 様
Progression賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 
　本社サポートセンター 主任 星野 孝夫 様



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20節 10/7（水）13:00 
　vs セレッソ大阪Ｕ-23 @とうスタ[Ｈ］
第21節 10/11（日）13:00 
　vs ロアッソ熊本 @とうスタ[Ｈ］

vs 柏レイソル
2020 明治安田生命J1リーグ 第23節

15:00kick off10/18（日）
次回ホームゲーム

★平塚信用金庫
　スペシャルデー

⬆詳細はこちら

●先着2500名様へ
　オリジナルクリアファイルプレゼント！

湘南ベルマーレではこの度の収容制限緩和を受け
『収容制限試合開催時のチケット販売』について、10
月のホームゲームは下記のとおり運用いたします。
※湘南ベルマーレではステップ1⇒ステップ「2-1」となります。
●50％を上限とする
●観客間を1席以上空ける
●ビジター席なし
※政府や自治体判断、社会情勢により、今後運用が変更す
る可能性がございまのでご了承ください。
■10/4FC東京戦からの変更点
●収容制限緩和に伴い、スタジアム収容率の上限50％ま
での販売が可能となり、「1m以上（約2席分）」間隔を空
けての配席から「1席以上」空けての配席となります。

※ShonanBMWスタジアム平塚では配席上、約6,800
席程度となります。

■今後予定している変更点
●10/18柏戦よりアウェイエリア
　（5G）の販売をいたします。
●10/18柏戦より6Gおよびメイン
　スタンド4G側はミックスエリアと
　なります。
●10/31横浜FC戦よりチケット販売
　開始が2週間前からとなります（予定）

「コロナ禍でのチケット販売スタイル」について

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。
追加のリターン（支援返礼品）が決まりましたのでお知ら
せいたします。引き続きご支援賜りますよう何卒よろしく
お願いいたします。
◇追加リターン（支援返礼品）の一例

#ONEBELLMARE 未来の “たのしめてるか。” のために。
クラウドファンディング追加リターン（支援返礼品）のお知らせ！

【共に戦うコース】
20周年限定デザインリボンマグネット
支援金額：3,700円

【希少グッズコース】
20周年限定デザインバスタオル＆タオルマフラー
（ご希望選手ミニサイン色紙付） 支援金額：12,000円

ひらつかコツコツプラン
COOL CHOICE！ 未来のために、いま選ぼう。

⬆詳細はこちら

「湘南ベルマーレスーパークラス/ 強化特待クラス
セレクション」開催のお知らせ！

⬆詳細はこちら

湘南ベルマーレでは、現小学1年生～ 5年生を対象と
したスーパークラス/強化特待クラスのセレクショ
ンを実施いたします。所属クラブに在籍しながら、能
力向上を目的としたクラスであり、毎年多くの選手
をU-15カテゴリーへ輩出しています。
◇参加資格  現小学1～5年生
◇開催日・時間  《1次セレクション》
　2020年10月13日（火）･2020年10月15日（木）
◇会　場  馬入ふれあい公園人工芝グラウンド
◇参加費  
　●一般：3,500円（税込）
　●湘南ベルマーレサッカースクール生：2,500円（税込）
◇申込締切  2020年10月5日（月）

ひらつかコツコツプランは、地球温暖化防止につな
がる行動への取組を宣言してもらう事業で、今回は、
国が進める地球温暖化対策のための国民運動である
クールチョイスの賛同登録も同時に募集します。
詳しい応募方法は、入場ゲートやキングベルパーク
内のテントブースで配布しているリーフレットをご
確認ください。また、現在平塚市では、二酸化炭素の
排出を少なくでき、経済的で安全運転にも繋がるエ
コドライブ講習会の参加者を募集しています。
詳しくは、市ＷＥＢサイトをご確認ください。



グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

ベルマーレカラーver.

ベーシック（ブラック）ver. ベーシック（ホワイト）ver. ベーシック（ネイビー）ver.

プレーヤーズver.

サイズ：S、M、L
素材：ポリエステル100

※場外グッズ売店限定販売※場外グッズ売店限定販売

【販売場所】12:00～17:30
@Shonan BMWスタジアム平塚 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店
※今節はバックスタンド7・HIDEゲートグッズ売店の出店はございません。

【販売場所】12:00～17:30
@Shonan BMWスタジアム平塚 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店
※今節はバックスタンド7・HIDEゲートグッズ売店の出店はございません。

価格 各￥1,200

全30種類・全選手対応
（特別指定・2種登録を除く）

ベルガチャ

★１回 5００円★

【アクリルスタンド
～芸術の秋ver. ～】

【缶バッジ
～芸術の秋ver. ～】
●ノーマル：缶バッジ
　サイズ：直径約6㎝
●レア：缶バッジ
　サイズ：直径約6㎝
●スーパーレア：BIG缶バッジ
　※レアと同デザイン
　サイズ：直径約10㎝

●ノーマル：アクリルスタンド
　サイズ：約縦6×横5㎝
●レア：アクリルスタンド
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●スパーレア：BIGアクリルスタンド
　※レアと同デザイン
　サイズ：約縦11×横7㎝

レア

レア

ノーマル

ノーマル

《一般販売開始！》 【第2弾PENA MASK】
NEW
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