


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

常勝軍団を迎える一戦
勝負へのこだわりが激突する

ところがいっぱいあると自覚しているし、逆にそれが自
分の伸びしろだと思っている。なので、課題をしっかり
克服していけば、いいプレーができると思っています」
　果たして途中出場した仙台戦、大野はベルマーレとし
てやるべき姿勢を体現した。チームも自分たちらしさを
見つめ直し、以降ゲームの内容は着実に向上している。
　そんな中断明け以降の歩みを踏まえ、大野はチームの
今後の課題にも目を向ける。
　「そこまで圧倒された試合はないと思うし、勝てるゲー
ムも多かったと思うけど、マリノス戦のように最後のと
ころで勝点を落としていると上には行けない。逆に札幌
戦はずっと押し込めていた後半の時間帯に1点取れれば
流れが変わったはず。最後の勝負どころの力はもっともっ
と付けなければいけないと思います」
　その点、今節対峙する鹿島はまさしく勝負に長けている。
常勝軍団のDNAを宿す彼らに対しては、決めるべきを決
め、守るべきを守ることがことさら問われよう。
　ところで、コンサドーレ札幌戦より有観客試合が再開
された。「お客さんが入った雰囲気はやっぱりよかった」
そう言葉に感慨をにじませつつ、大野は今節を思う。
　「サポーターの皆さんには勝って喜んでもらいたいので、
内容はもちろん、もっともっと結果にこだわってやらな
ければいけない。しっかり勝負にこだわって戦いたい」
　伝統を連綿と受け継ぐ常勝軍団との一戦、勝利への飽
くなき想いを傾ける。

　夏場であろうとも連戦に休息はない。前節から中3日、
今日は鹿島アントラーズを迎える。ザーゴ新監督の指揮
のもとで船出した彼らは、川崎フロンターレとの中断明
け初戦に敗れると、以降も黒星を重ねてスタートに躓いた。
新たな戦術に取り組む途上にあって、生みの苦しみを味
わっているように見受けられる。
　「新しいことにチャレンジしているのを感じる」大野和
成は相手の状況を汲みながら対戦をイメージする。
　「ボランチが落ちて後ろからしっかりビルドアップする
ことにトライしていると思う。逆にうちは前から連動し
て守り、ボールを取れたらチャンス。ラインをコンパク
トにしないとうちのよさは出ない。後ろがコンパクトに
することで前が行きやすい状況ができると思います」
　大野の今季をひもとくと、浦和レッズとの開幕戦では
ベンチ入りしたものの出番はなく、中断明け初戦のベガ
ルタ仙台戦は途中出場だった。試合に出たり出なかった
りという難しい状況のなか、しかしトレーニングで見せ
る表情は明るい。引き締めるべきを引き締めるメリハリ
を含め、チームにもたらすものは小さくないだろう。
　「よくないときって自分のなかで『ここがダメだな』と
分かってるから、試合に出られないときも高いモチベー
ションでずっとやれていた」自身の胸中を振り返る。
　「出られないことはもちろん悔しいですけど、一喜一憂
しても時間の無駄。冷静に自分を客観視して、足りない

8 DF
大野 和成 OHNO KAZUNARI

新潟のアカデミーで育ち2008年にトップ昇格。2011年に愛媛
へ期限付き移籍し、2012年に湘南へ期限付き移籍。2年間在籍
し新潟に復帰するも2018年に完全移籍で再び湘南へ加入した。
昨季はキャプテン、今季は選手会長を務めるなどピッチ内外で
リーダーシップを発揮し信頼を集める。湘南らしさをアグレッ
シブなプレーで表現している。

1989年8月4日生（30歳）／新潟県上越市出身／180cm・76kg



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/エンジ/白）（青/青/青）

第４節 湘南 ０△０ 札幌
第５節  柏  ３●２ 湘南

第４節 浦和 １●０ 鹿島
第５節 鹿島 ４○２ 横浜FM

 １ GK クォン スンテ

 ２ DF 内田 篤人

 ３ DF 奈良 竜樹

 ４ MF レオ シルバ

 ５ DF 杉岡 大暉

 ６ MF 永木 亮太

 ７ MF ファン アラーノ

 ８ MF 土居 聖真

 ９ FW エヴェラウド

11 MF 和泉 竜司

14 DF 永戸 勝也

15 FW 伊藤 翔

16 DF 山本 脩斗

17 DF ブエノ

19 FW 染野 唯月

20 MF 三竿 健斗

21 GK 曽ヶ端 準

22 DF 広瀬 陸斗

24 DF 伊東 幸敏

25 MF 遠藤 康

26 MF 荒木 遼太郎

27 MF 松村 優太

28 DF 町田 浩樹

30 MF 名古 新太郎

31 GK 沖 悠哉

33 DF 関川 郁万

35 DF 佐々木 翔悟

36 FW 上田 綺世

37 MF 小泉 慶

38 GK 山田 大樹

39 DF 犬飼 智也

41 MF 白崎 凌兵

鹿島アントラーズ

鹿 島

鹿島アントラーズ 　監督 ザーゴ

J1・第5節スターティングメンバー

今季加入のファンアラーノをはじめ数多
のタレントがひしめく鹿島にあって、今節
はやはり杉岡大暉（写真）に注目したい。
2017年にベルマーレでプロデビューし、
以降コンスタントに出場を重ね実績を積
み上げた。だが今季は出場機会が限られ、
東京五輪世代の逸材はその才を解放しき
れていない。加入後初出場を記した第4
節浦和戦を機にポジションを掴みたいと
ころだ。3年間を過ごした古巣との一戦、
慣れ親しんだピッチで躍動なるか。 ⒸJ.LEAGUE

1 富居

16 斉藤

23 茨田4 坂

14 中川

11 タリク

6 岡本

38 石原（広）

8 大野
18 松田

28 鈴木

1 クォン スンテ

28 町田

39 犬飼

22 広瀬

36 上田

14 永戸

20 三竿

7 ファン アラーノ

9 エヴェラウド

25 遠藤

4 レオ シルバ

石原直樹  2得点
山田直輝  1得点
中川寛斗  1得点
鈴木冬一  1得点
松田天馬  1得点

Ranking
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横浜FC
広　島
清　水
FC東京
川崎Ｆ
　柏
神　戸
名古屋

19:00
19:00
19:00
19:05
19:30
19:30
19:30
19:30

7月22日（水） 

※7/18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
ＦＣ東京
セレッソ大阪
名古屋グランパス
ガンバ大阪
浦和レッズ
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
大分トリニータ
ベガルタ仙台
柏レイソル
横浜ＦＣ
横浜Ｆ・マリノス
鹿島アントラーズ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ
清水エスパルス

勝点
13
12
12
11
10
10
8
8
7
7
6
6
5
4
3
2
1
0

点差
＋11
＋3
＋3
＋4
＋2
＋1
＋1
＋0
＋4
＋1
＋0
－2
－3
－4
－5
－4
－4
－8

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

第6節 他会場の試合

J1リーグ第5節終了時点
湘南ベルマーレJ1リーグ得点者・得点数



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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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

まれお YASUTAKA #99 じゅんこ ☺

ニンニン tomo.knh

Enjoy☆Footbal l
tomo.knh
TAEKO

伊皿子倶楽部
ヲノデラ

碧

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

15
MF 福田 晃斗

フク タ  アキ ト

ヒーロー S MASUDASAN 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

追いかけるペン。（＾＾） ＴＡＥＫＯ

金指徳宏 YASUTAKA #99

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 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
•濱田精麦株式会社 ベルマーレごはん(パックごはん・12個）8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
オープン！
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」オープン！ 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。

＃こんなときこそたのしめてるか   湘南ベルマーレホームゲーム「感染拡大防止対策」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
Kitchen Kanaloa
ブラジリアンフーズビーバス
サンメッセしんわ
つじ道ラーメン
COCONUT TREE
クレープくれよん
Baran
GUARD FOOD TRUCK

ワンズケータリング
manma

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⬇7ゲート側での出店⬇
⑩
⑪

Shonan BMW
スタジアム平塚
イベントマップ

☆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　 グッズ販売ブース

　 インフォメーション
スタジアムのこと、ブース情報など知りたいことがあればこちらのブースへ。
マッチデープログラム「SUPER LUCKY!」のプレゼント引換はこちら。

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。応援に欠かせないベルマーレグッズはこちら！

各種
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！

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、入場者数制限の有観客試合となるホームゲーム、7月22日(水)鹿
島戦も運用いたします。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
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

クラブオフィシャルカメラマンが撮影した写真の販売を
しております。写真だけでなく、写真を木製パネルに
加工した「ウッドパネル」、木枠に写真を収めてフチを
つけた「マットパネル」なども可能ですのでぜひお好
みでご発注ください！
◇7月販売予定試合
ホーム・アウェイ全試合販売予定！
※試合後4日後を目安に販売開始します。

◇販売サイト  
　フォトレコ
　https://www.photoreco.com/bellmare

福島ユナイテッドFC情報

7月4日（土）仙台戦より公式戦にて着用し、大変ご好
評いただいている「2020七夕・MAKE IT BLUE記
念ユニフォーム」2次受注販売締切り間近！！
商品のお届けは9月中旬頃となり着用試合期間中に
お届けすることはできませんが、今回がラストチャ
ンスとなりますのでこの機会にぜひお買い求めくだ
さい！※詳細は→グッズ情報で！
また、今年はMAKE IT BLUE JAPAN実行委員会の
活動に賛同しクラブ収益の50%を「かながわコロナ
医療・福祉等応援基金」に寄付させていただきます。
ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします！
◇1次受注販売の寄付額について
1次受注では800枚を超えるご注文をいただき、
寄付額744,264円となりました。ご購入いただき
ました皆様、誠にありがとうございました。

市民クラブとして多くの地域の皆様にご支援いただ
き20周年を迎えるシーズンとなります。
その御礼の思いを込めクラブ20周年事業として
ホームタウンの全公立小学校生徒に記念品として
うちわをお届けする事で新型コロナウイルスの影響
下、猛暑の中登校する子供達に少しでも役立てても
らえればと思っております。コロナウイルス対策に
取り組み、スポーツを通じ夢や希望を感じていただ
けるよう引き続き取り組んでまいります。
◇対　象
　ホームタウン湘南地域の9市11町の全公立小学校
◇実施日  7月中旬～下旬予定
◇協　力  湘南造園株式会社
◇総寄贈本数  約12万本 第６節 7/25（土）15:00 

　vs カターレ富山 @とうスタ[Ｈ］
第７節 7/29（水）19:00 
　vs Y.S.C.C.横浜 @ニッパツ[A］

vs セレッソ大阪 19：00kick off
2020 明治安田生命J1リーグ第8節8/1（土）次回ホームゲーム

詳細は公式サイトへ　http://www.bellmare.ne.jp

詳細はこちら➡

詳細はこちら➡

「ベルマーレワンダーランド2020」中止のお知らせ！
7月～8月に実施を予定しておりました「ベルマーレワン
ダーランド2020」ですが、新型コロナウィルスの感染
の防止を図るため、ベルマーレワンダーランド2020実
行委員会で協議し、今シーズンの開催は中止とさせてい
ただきました。楽しみにされていた皆様には大変申し訳
ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

「2020七夕・MAKE IT BLUE記念ユニフォーム」
2次受注販売締切り間近！

湘南ベルマーレ20周年事業
「ホームタウン全公立小学校へうちわ」配布！！

湘南ベルマーレオフィシャルフォト
販売のお知らせ！

湘南ベルマーレU-18では、2021年度U-18セレク
ションを実施いたします。
◇日　時  2020年8月8日（土）15:00～17:00
　（ゲーム形式予定）
◇対　象  現在中学3年生で、2021年度4月から湘
南ベルマーレU-18に所属し、活動する意思のある
選手（GK、フィールドプレーヤー両方）

◇参加費  6,000円（税込）
◇締切日  2020年8月3日（月）必着

2021年度湘南ベルマーレU-18
セレクション実施のお知らせ！！

令和２年度スポーツ庁補助事業



グッズ情報グッズ情報 ※全て税込価格

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。

2次受注販売受付中！

◆予約受付日時
　7月8日（水）～7月26日（日）

サイズ：12×9㎝
素材：本体 ポリエステル
　　 ボールチェーン部分 鉄

価格 ￥1,400

【どこでもドラえもん 
マスコットキーチェーン】

【どこでもドラえもん 
アクリルキーホルダー】
サイズ：モチーフ 7.5×5cm
　　　 全長 7.5×12.5cm
素材：本体 アクリル
　　  キーホルダー部分：ダイキャスト

●ユニフォームのみ（背番号・ネームなし）

価格 ￥900

【七夕・MAKE IT BLUE記念ユニフォーム】

価格 ￥15,400
●ユニフォーム＋番号＆ネームあり

価格 ￥16,500
《オンラインショップ限定》
●ユニフォーム＋
　オリジナルネーム加工
価格 ￥17,600

⬆詳細はこちら
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