


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

脳裏に残るは前回対戦の苦い記憶
進化を勝点3に結びたい

　今節迎える横浜FCは目下7勝3分14敗で14位に位置
している。連敗を繰り返す一方、強豪との好勝負も少な
くなく、前々節はFC東京を1－0で降した。だが前節は
北海道コンサドーレ札幌に0－3と完敗を喫しており、今
節は大事な仕切り直しの一戦となる。
　8月に行なわれた横浜FCとの前回対戦の記憶は苦い。
ベルマーレは試合開始早々先制点を奪われると、その後
も立て続けに失点し、飲水タイムをまえに4点リードを
許した。プレスが効かず、幾度も背後を盗られてはピン
チを招いてしまう。後半は交代選手のハイプレスもあっ
て反撃に転じ得点も返したが、2－4で敵地をあとにした。
　「守備の部分でチームの足を引っ張ってしまった」くだ
んの一戦に先発しながら前半をもって退いた茨田は、自
省も踏まえて今節に目を向ける。
　「横浜FCはGKから足元で丁寧にボールを繋いでゴール
に迫るチーム。その強みを自分たちがどう消していくか。
剥がされないように前からしっかりプレスをかけること
も大事ですし、ボールをうまく回されることなく自分た
ちがいいところで取れるようにやっていきたい」
　今節ピッチに立てばJリーグ通算300試合出場となる。
　「いままでどおり結果にこだわってプレーしていきたい。
チームが勝点3を取れるように、チームの力になれるよ
うに考えながらプレーしたいと思います」
　つねに結果を求めて自己を磨いてきた。プロ11年目、
築いた記録がその道のりを証明する。

　新型コロナウイルスの影響による異例の連戦は両者と
もに譲らなかった。前回のホームゲームでサガン鳥栖と
スコアレスドローを演じたベルマーレは、それから中3
日で迎えた前節、同じく鳥栖とアウェイで戦い、2－2と
ふたたび引き分けた。
　今季はまだ連勝がない。ただ、7試合ぶりの勝利を挙
げた第23節柏レイソル戦以降は勝点を積み上げている。
「シーズン前半に比べるといい場面は多いと思う」茨田陽
生はチームとしての手応えを口にする。
　「どの選手も自信を持ってプレーできていると思います
し、試合中このまま続ければ勝てるという雰囲気も出て
きている。ボールを持ったときだけでなく、守備の場面
でも『ここは自分が行かなければいけない』というよう
にプレーが明確になっているからこそいい流れが生まれ
ているのだと思います」
　茨田自身もまたチームとシンクロするように好調を示
している。惜しみなく走力を傾けて守備に献身すれば、
攻撃の特長も随所に散りばめる。J1通算200試合出場
を記した前節の鳥栖戦では、齊藤未月のクロスに走り込み、
ヘディングで先制ゴールを決めもした。
　だがそれでも求めている勝点3に届かなければ表情は
晴れるべくもない。「つねに結果を求めてプレーしている
ので、ゴールはうれしかったですけど、勝ち切れなかっ
たのは悔しい」と、その視線は次を見据えている。

23 MF
茨田 陽生 BARADA AKIMI

小学生から柏レイソルのアカデミーで育ちU-12、U-15、U-18と
順調に昇格。2010年にトップへ。7年間中心選手としてプレー
したのち2017年に大宮へ、そして今季湘南に完全移籍により
加入した。プロ1年目からコンスタントに試合出場を重ね前節
J1通算200試合出場を果たした。広い視野とともに精度の高い
長短のパスで好機を演出するボランチ。

1991年5月30日生（29歳／千葉県浦安市出身／173cm・68kg



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/紺/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

 １  GK 竹重 安希彦

 ３  DF マギーニョ

 ４  DF 小林 友希

 ５  DF 田代 真一

 ６  MF 瀬古 樹

 ７  MF 松浦 拓弥

 ８  MF 佐藤 謙介

 ９  FW 一美 和成

11 FW 三浦 知良

13 FW 瀬沼 優司

14 DF 志知 孝明

15 MF 齋藤 功佑

16 FW 皆川 佑介

17 MF 武田 英二郎

18 GK 南 雄太

19 DF 伊野波 雅彦

20 DF カルフィン ヨン ア ピン

21 GK 市川 暉記

22 MF 松井 大輔

23 FW 斉藤 光毅

25 FW 草野 侑己

26 DF 袴田 裕太郎

27 MF 中山 克広

28 MF 安永 玲央

29 DF 星 キョーワァン

30 MF 手塚 康平

31 MF 杉本 竜士

32 MF 古宿 理久

34 DF 熊川 翔

37 MF 松尾 佑介

40 MF レアンドロ ドミンゲス

41 GK 深宮 祐徳

44 GK 六反 勇治

46 MF 中村 俊輔

横浜ＦＣ

横浜FCJ1・第24節スターティングメンバー

今季13年ぶりにJ1の舞台を戦う横浜
FC。リーグ戦再開当初は黒星がかさんだ
が、ベルマーレとの前回対戦以降3連勝
するなど勝点を重ねてきた。実績豊富な
ベテランのほか、現在7得点でチーム
トップスコアラーの松尾佑介やU-19日
本代表の斉藤光毅など若き才能が輝きを
放っている。一美和成（写真）もそのひと
りだ。フィジカルに優れ、前線で起点とな
るストライカーで、前回対戦でも1ゴー
ル2アシストの活躍を示している。

横浜ＦＣ 　監督  下平 隆宏

第13節 湘南 ０△０ 鳥栖
第24節 鳥栖 ２△２ 湘南

第23節 横浜FC １○０ FC東京
第24節 札幌 ３●０ 横浜FC

ⒸJ.LEAGUE

44 六反

4 小林

19 伊野波

3 マギーニョ

13 瀬沼

16 皆川

26 袴田

6 瀬古

30 手塚

25 草野

28 安永

25 谷

23 茨田

2 金子38 石原（広）

11 タ リク

9 指宿

19 舘

6 岡本

32 田中 16 齊藤

26 畑

Ranking
※10/28日時点明治安田生命J1リーグ順位表

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

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

勝点
65
48
48
47
45
45
44
40
40
37
36
29
27
24
21
14
13
13

点差 
＋49
＋9
＋9
＋4
＋12
＋7
＋12
＋11
－1
＋9
－1
－9
－15
－18
－10
－19
－23
－26

10月31日（土）
@ユアスタ
@昭和電ド
@三協Ｆ柏
@カシマ
@等々力
@パナスタ

vs
vs
vs
vs
vs
vs

仙　台
大　分
　柏
鹿　島
川崎Ｆ
Ｇ大阪

広　島
浦　和
清　水
名古屋
FC東京
札　幌

13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00

第25節 他会場の試合

J1リーグ第24節 鳥栖戦「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

242321 222019

16 17

18

1413

6 7

8

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

ヒーロー S 黄緑応援 1 号

伊皿子倶楽部

黄緑応援 1 号 けいにゃん TAEKO

楓華

共に闘う☆蒼
Miya

yukakuma

TAEKO
EMIKO

YASUTAKA #99
masaki i i☆☆☆

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

べる TAKUYA

Enjoy☆Football

ひろと

まっすぅー

追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

追いかけるペン。（＾＾）

 Enjoy☆Footbal l MAKI H IROMI

ぴぃこ

久美子

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

未佳
ETSUKO
tomoe

たぬぱぱ

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

MF オリベイラ

MF 松田 天馬
マツ ダ　テン マ

40
DF 毛利 駿也

モウ リ  シュンヤ
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
•福島市「福島市産 りんご シナノスイート2kg」・・・・50名様
•カーライフプランニング湘南株式会社「ナチュラルイオンプロテクト」10名様
•ラチエンスムージー「ベルマーレスムージー無料券」10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

 ➡



◆本日の試合にてオフィシャルクラブパートナーのカーライフプランニング湘南株式会社の
　代表取締役 知念太士さんと元ベルマーレ選手 岩元洋成さんによる生解説をＦＭナパサから
　配信します。ぜひお聴きください。
◆来場プレゼントで抗菌フォーム［ナチュラルイオンプロテクト]を10名様にプレゼント！

知念太士さん 岩元洋成さん

⬅NiPご購入は
　こちらから http://www.clp-shonan.com/

三幸 秀稔選手
ミユキ　ヒデトシ

〈MF/背番号29〉







詳しくはラスカ平塚館内設置のチラシをご覧ください !

平塚市宝町 1-1　0463-22-0234（代）

［ラスカ平塚ホームページ］http://www.lusca.co.jp/hiratsuka/
湘南ステーションビル　ラスカ平塚



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

赤い羽根共同募金運動へ
ご協力お願いします!
赤い羽根共同募金運動へ
ご協力お願いします!
湘南ベルマーレは、今年も10月から全国一斉に行わ
れている赤い羽根共同募金運動に協力しています！
ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
◇日　時  10月31日（土）
　　　　  横浜FC戦：試合終了後30分まで（予定)
◇場　所  Shonan BMW スタジアム平塚
　キングベルパーク特設ブース
◇募金額  募金ピンバッジ：1個 500円

★「LINE Pay」による募金も実施中です！➡
　ぜひご協力ください。

※募金にご協力いただいた方には、
　赤い羽根×ベルマーレ
　オリジナルフェイスシールを
　プレゼント！
※無くなり次第、終了となります。

ピンバッジ
➡

フェイスシール➡

vs 横浜Ｆ･マリノス
明治安田生命J1リーグ 第26節

19:30kick off11/11（水）
次回ホームゲーム

ハーフタイムに
｢日本端子Presents必勝祈願！
 打ち上げ花火｣実施！

来場抽選500名様に「日本端子×
湘南ベルマーレオリジナルマス
ク」をプレゼント！
「日本端子あたりスタンプ」が押
してある方が、大当たり！
インフォメーションブース横の
日本端子ブースにマッチデープ
ログラムをお持ちください

★日本端子スペシャルデー



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！試合後、ス
タジアム周辺のゴミ拾いを行っています。ぜひご参加ください。
◆集合時間  17:10（試合終了後）　◆場所  キングベルパーク

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！

ぴぃちゃんち
Baran
クレープくれよん
Loco Kitchen
GUARD FOOD TRUCK
The WILD FARM
丼もの屋
ROCKET CHICKEN
BULL'S（DA FIORI）
サンメッセしんわ
レストランなんどき牧場

ワンズケータリング
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

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。
❶エコステーション
❷赤い羽根共同募金ブース
❸ベルガチャステーション
❹アウェイグッズブース
❺クラウドファンディングご支援御礼ブース

❻メルディアブース
❼自衛隊ブース
❽フットダーツブース
❾福島ユナイテッドFC農業部＆
　福島市のりんご無料配布ブース

10福島飯坂温泉ラヂウム玉子ブース
　食農価値創造研究舎-南郷まるっとまとSHOP-ブース
11会津チャレンジライフブース
12勝利のハイタッチポップコーン
13サンクトガーレンブース

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！

「コロナ禍でのスタジアム観戦スタイル」について

13:00  入場
13:10～  相模石油エキシビションマッチ
　荻野サッカー少年団 vs 東海岸蹴球倶楽部
13:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
14:00～  湘南ベルマーレチアリーディングチーム

「LUCIS（ルーキス）」パフォーマンス
14:20～14:45  選手ウォーミングアップ
14:40～  ゲストトーク
　福島市 山本 克也 副市長 ＆ ミスピーチキャンペーンクルー
14:46～  MELDIA GROUP 三栄建築設計スペシャルデー ゲストトーク
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計
　　取締役副社長 執行役員 吉野 満 様
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
MELDIA GROUP 三栄建築設計スペシャルデー
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計
   　管理本部 経営企画部部長 榎本 喜明 様
   　CIO（最高情報責任者） 高橋 昌也 様
   　北部設計2課課長 永越 智之 様
記念品贈呈  福島市
　　山本 克也 副市長 ＆ ミスピーチキャンペーンクルー
15:03  キックオフ
ハーフタイム
  ゲストトーク MELDIA GROUP 三栄建築設計スペシャルデー
ベルマーレPR大使 篠崎 彩奈 様、 女子プロレスラー 世志琥 様

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 レンタカー事業部 部長 國金 秀数 様
花束  福川 由美恵 様 ･ 環 様 ･ りこ 様 
Progression賞プレゼンター 
　相模石油株式会社 レンタカー事業部 次長 奥津 孝行 様
MELDIA Special Award 表彰
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計
　　代表取締役社長 小池 信三 様
17:10～17:40の30分間
LEADS TO THE OCEAN（ゴミ拾いプロジェクト）
＠キングベルパーク 特設ブース集合

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。

⬆詳細はこちら
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福島ユナイテッドFC情報
第25節 11/3（火・祝）14:00 
　vs いわてグルージャ盛岡 @北上[A］
第26節 11/8（日）13:00 
　vs ＳＣ相模原 @とうスタ[Ｈ］詳細は　

こちら➡

頑張れ箱根!ベルマーレ割
ベルマーレグッズを持って箱根に行こう！
新型コロナウィルスの影響で、ホームタウンの観光
は本当に大きなダメージを受けています。
ベルマーレは地域と共に歩んできたクラブとして少
しでも応援できることはないかと考え、ホームタウ
ン観光応援プロジェクトを６月に立ち上げました。
今回、箱根町観光協会とタッグを組み、対象施設にベ
ルマーレグッズを持参すると様々な特典が受けられ
るキャンペーンを実施します。
箱根ではコロナの影響で来訪者が最盛期の8月で、前
年から30%も減少しています。ぜひベルマーレファ
ミリーみんなでホームタウン箱根に足を運び、応援
しましょう！

本日 「サンクトガーレンブース」出店 &
「ベルマーレIPAデビュー企画実施」のお知らせ！！
Shonan BMW スタジアム平塚のスタグルとしても
もうお馴染み、全国的にファンも多く、ベルマーレ
ホームゲーム名物のひとつでもあるオフィシャルパー
トナー「サンクトガーレン」のクラフトビールを出店！
大変長らくお待たせいたしました。今節からパワー
アップしての復活出店となります！お馴染み地元特
産のオレンジ「湘南ゴールド」を使用した『ベルマーレ
ビール』、そして今節いよいよスタジアムデビュー！
公式ビール第2弾 湘南ベルマーレの選手投票で最も
人気を集めたホップをメインに開発された『ベル
マーレIPA』の2種類を販売いたします！ベルマーレ
IPAをお買い上げの上、ビールの写真付きでSNS
（Twitter、Instagram、facebook）に投稿をしてく
ださった方 先着100名様にベルマーレIPAラベルデ
ザインのステッカーをプレゼントいたします！
必ずコロナ禍でのスタジアム観戦スタイルを遵守し
ていただき、サッカーと美味しいビールの組み合わ
せをどうぞお楽しみください。
【生ビール】
◇販売価格 プラカップ 600円（税込）
※ベルマーレタンブラー
持参価格：500円（税込）

湘南ベルマーレチアリーディングスクール
メンバー募集中！
本日、パフォーマンスを披露している、湘南ベルマーレ
チアリーディングスクールのメンバーを募集中です。
一緒にベルマーレや、湘南地域を盛り上げましょう！
●平塚校  毎週月曜日、三島スタジオ（平塚市八重咲
町12-25）にて開催中

●辻堂校  毎週火曜日、湘南ベルマーレKidsBase 
ZEROにて開催中

◇リトルクラス  年中～年長（平塚校メンバー大募集中！）
◇キッズクラス  小1～ 3年生
◇ジュニアクラス  小4～ 6年生
◇ユースクラス  中1～高校3年生（辻堂校のみ）
◇月　謝  6,600円～8,800円
※各クラス無料体験実施中！
※その他の詳細は下記までお問い合わせください。
湘南ベルマーレチアリーディングスクール事務局
〈Mail〉 cheer-info@bellmare.or.jp
〈HP〉 https://www.bellmarecheer.com/
〈TEL〉 0466-65-0147（平日13:00～ 17:00）

2020 湘南ベルマーレ 
ゲームボランティア絶賛募集中！！
湘南ベルマーレゲームボランティアの一員として一
緒にホームゲームを盛り上げて、喜びを分かち合い
ましょう！たくさんのご応募お待ちしております!!
◇参加条件
　●経験、資格は一切不問　●高校生以上
●年間に複数回以上活動が可能な方（毎回参加の
義務はありません）

●その他、主催者が定めるボランティア参加の注
意事項を遵守し、活動できる方。

◇活動内容
　湘南ベルマーレホームゲームの試合運営補助。
主にチケットもぎり・入場者数カウント・配布物の配
布・半券チェック・車イス観戦者対応・場内清掃など
＊コロナ禍での感染予防対策としてマスクとフェイス
ガードと手袋を着用のうえ運営して頂きます

◇ボランティア登録方法  メールにて下記必要事項
を明記の上、お申し込みください。
件名を「ゲームボランティア応募」としてください。

◇必要事項  氏名・生年月日・住所・電話番号（日中に
ご連絡が取れる番号）

◇メールアドレス  bellmaregv@mf.scn-net.ne.jp
⬆詳細はこちら



グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

NEW

セール開催！

NEW

※在庫が無くなった選手につきましては後日お渡し
　とさせていただきますので予めご了承ください。

【ハロウィン
 アクリルスタンド】

【タンブラー】

サイズ：本体 約縦8×横9cm
　　　  台座 約縦4×横9cm

サイズ：容量：400ml
　　　  約直径9×高さ16㎝

【販売場所】12:00～
@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
※今節は試合終了30分後までの営業となります。
※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～
@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
※今節は試合終了30分後までの営業となります。
※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￥800

価格 ￥2,000

●全31種ランダム
（2種登録・特別指定選手を除く）

全31種類・全選手対応
（2種登録・特別指定選手を除く）

ベルガチャ

★１回 5００円★

【アクリルキーホルダー
～第2弾ハロウィンver. ～】

【缶バッジ
～第2弾ハロウィン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：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●レア：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦5.5×横3㎝
●スパーレア：BIGアクリルキーホルダー
　※レアと同デザイン
　サイズ：約縦10×横6㎝

レア

ノーマル

ノーマル

レアセール対象商品の中から
合計10,000円（税込）以上お買い上げ
いただいた方全員に、お好きな選手の
フェイスタオルまたはイラストパネルを
1つプレゼント！
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