


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

鍵を握る先制点
勝負への責任をまっとうする

とか、サイドチェンジしてウイングバックに時間を与え
るとか、味方がもっと楽にプレーできる配球ができたら
と思います。セットプレーの得点も欲しい。正直僕は下
手だし、先日31歳になりましたけど逆にまだまだ伸びし
ろあると自分では思っているので、勉強しながら、教え
てもらいながら、上手くなりたいと思っています」
　反省はいつも次への道しるべとなる。今節迎える名古
屋グランパスは、就任2年目を迎えるフィッカデンティ
監督の指揮のもとで堅守を築き、また豊富なタレントと
ともに得点力も磨いて現在上位争いを演じている。
　相手の把握はもちろん欠かせまい。ただなにより大切
なのは、自分たち自身に目を向けることだろう。大岩は
これまでの失点の状況を踏まえ、自省も込めてチームと
して改善すべきを指摘する。
　「失点の時間帯を考えると、点を取った直後や後半開始
早々、またアディショナルタイムや給水明けなど、セッ
トプレーも含めて、しっかり集中しなければいけない」
　苦しいときに求めるべきはなにか。ベテランの答えは
端的だ。
　「まずひとつ勝つこと。単純ですけど、どんな形でも勝
てば流れも雰囲気もガラッと変えられるはず。そのため
に自分の役割は失点しないことだと思っています」
　あわせて先制点の重要性を口にする。すなわちそれは、
先に失点しないことに等しい。「自分の責任だと思ってい
ます」。強い自覚が言葉に宿る。

　最終ラインで放つ存在感が頼もしい。今季加入した大
岩一貴は、開幕から3バックの左右でスタメン出場を重
ねると、第6節鹿島アントラーズ戦では右ストッパーと
して先発しつつ、選手交代に伴い後半途中から3バック
の中央を任された。この試合で坂圭祐が負傷したことも
あり、以降リベロの位置で最終ラインを牽引している。
　自覚する役割は明確だ。
　「真ん中は自分がある程度基準になって周りを動かせる
ので、しっかり声を出して味方をうまくコントロールし
なければいけない。守備の中心になれるぶん、より責任
感を持ってやらなければならないと思っています」
　まさしく、くだんの鹿島戦では1－0で迎えたゲーム終
盤、仲間とともに粘り強い守備で相手の猛攻を封じ切り、
今季リーグ戦初勝利に貢献した。
　ただそれでも表情が晴れないのは、黒星が先行してい
る現状を憂えているからにほかならない。
　「0で抑えないとチームのためにならない」大岩は自身
に矢印を向ける。
　「この場面はもっと潰せたなとか、もう少しラインを上
げなければいけなかったとか、クリアではなく繋げたな
とか、自分自身の反省はたくさんあります」
　守備面だけではない。ビルドアップの端緒としても思
うところがある。
　「たとえばボランチにさりげなく気の利いたパスを出す

22 DF
大岩 一貴 OIWA KAZUKI

名古屋市出身で中京大付属中京高から中央大へ。2012年に
ジェフユナイテッド千葉でプロとなり、2016年から2019年ま
でベガルタ仙台でプレー。今シーズン、ベルマーレに完全移籍
で加入した。
守備力の高さはもちろんのこと、新たなチームにおいてプレー
の幅を広げ、陰日向なくチームのためにプレーしている。

1989年8月17日生（31歳）／愛知県名古屋市出身／182cm・78kg



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
（赤/黒/黒）（黄緑/黄緑/黄緑）

YLC GS 第3節  湘南 １●２ G大阪
J1リーグ 第10節  横浜FC ４●２ 湘南

YLC GS 第3節 名古屋 ２△２ 川崎F
J1リーグ 第10節 FC東京 １●０ 名古屋

名古屋グランパス

名古屋J1・第10節スターティングメンバー

現在上位を走る名古屋グランパス。経験
豊富なメンバーが攻守に集うなか、とり
わけ前線のタレントは強力だ。なかでも
元ベルマーレの山﨑凌吾（写真）に注目し
たい。昨季まで1年半をともに過ごした
万能ストライカーは、今季まだ新天地で
満足な数字を残せていないが、相手にす
れば厄介な存在であることは間違いな
い。大岩らディフェンス陣の腕の見せど
ころだ。あわせて丸山祐市を中心とする
堅守を攻略し、勝点3を奪取したい。

 １  GK ランゲラック

 ２  MF 米本 拓司

 ３  DF 丸山 祐市

 ４  DF 中谷 進之介

 ５  DF 千葉 和彦

 ６  DF 宮原 和也

 ８  MF ジョアン シミッチ

 ９  MF 長谷川 アーリアジャスール

10 FW ガブリエル シャビエル

11 MF 阿部 浩之

13 DF 藤井 陽也

14 MF 秋山 陽介

15 MF 稲垣 祥

16 FW マテウス

17 FW 山﨑 凌吾

18 GK 渋谷 飛翔

19 MF 青木 亮太

20 MF 渡邉 柊斗

21 GK 武田 洋平

22 GK 三井 大輝

23 DF 吉田 豊

24 MF 石田 凌太郎

25 FW 前田 直輝

26 DF 成瀬 竣平

27 FW 相馬 勇紀

28 DF 吉田 晃

30 MF 甲田 英將

32 FW 豊田 晃大

34 DF オ ジェソク

36 DF 太田 宏介

44 FW 金崎 夢生

名古屋グランパス 　監督 マッシモ フィッカデンティ

ⒸJ.LEAGUE

25　谷

18 松田

2 金子

23 茨田

22 大岩 9 指宿

6 岡本

5 古林

8 大野

13 石原(直)

28 鈴木

1 ランゲラック

3 丸山

4 中谷

26 成瀬

44 金崎

23 吉田

15 稲垣

25 前田

16 マテウス

10 Gシャビエル

8 Jシミッチ

Ranking
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@ニッパツ
@アイスタ
@パナスタ
@ノエスタ
@Ｅスタ
@札幌厚別
@ユアスタ
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vs
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川崎Ｆ
横浜FC
清　水
Ｇ大阪
神　戸
広　島
札　幌
仙　台

Ｃ大阪
鹿　島
横浜FM
浦　和
　柏
FC東京
大　分
鳥　栖

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
 中　止

8月19日（水）

※8/15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
ガンバ大阪
ＦＣ東京
名古屋グランパス
浦和レッズ
柏レイソル
サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸
北海道コンサドーレ札幌
横浜Ｆ・マリノス
鹿島アントラーズ
ベガルタ仙台
大分トリニータ
清水エスパルス
横浜ＦＣ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ

勝点
28
21
19
18
17
17
16
13
12
12
11
10
10
10
9
8
7
4

点差
＋22
＋6
＋5
＋3
＋9
－4
＋5
＋5
－2
－5
－2
－1
－5
－8
－4
－10
－5
－9

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

第11節 他会場の試合

J1リーグ第10節 横浜FC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

伊皿子倶楽部

Enjoy☆Footbal l

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

15
MF 福田 晃斗

フク タ  アキ ト

Be Ambitious ヲノデラ miwako

追いかけるペン。（＾＾）

追いかけるペン。 （＾＾）

Do your best! 

まっつん

Enjoy☆Footbal l 金指徳宏 TAEKO 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

 ➡



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。

YaadFood
SITA
薪窯焼きpizza uncle ken
いちばん
Shallow Bee
まついSunち
BULL’S（DA FIORI)
SHONAN Bar-B-Q
つじ道ラーメン
COCONUT TREE
鳥仲商店

ワンズケータリング
MYKONOS kitchen

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。

　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。

❸サンライフガーデンキッチンカー
サンライフガーデンのシェフが作る極上のお料理を販売します！

❹勝利のハイタッチポップコーン

❺湘南とともにたたかう弁護士 馬車道法律事務所ブース

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。）

馬車道法律事務所に所属する弁護士の方が、先着1,000名様にオリジナル水ヨーヨーをプレゼント！

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
　下曽我TFV vs 茅ヶ崎小和田FC

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

19:00～  花束贈呈
サン・ライフスペシャルデー
　株式会社サン･ライフ 専務取締役 竹内 圭介 様
19:03  キックオフ
ハーフタイム
「BELLMARE CELEBRATION 2020 
～大切な人や仲間の人生の節目をお祝いしませんか？
～presented byホテルサンライフガーデン」
放映試合終了後（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➡
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福島ユナイテッドFC情報
第11節 8/22（土）15:00 
　vs FC岐阜 @郡山西部[Ｈ］
第12節 8/29（土）18:00 
　vs セレッソ大阪23 @ヤンマー[A］

詳細はこちら➡

vs サガン鳥栖
2020 明治安田生命J1リーグ 第13節

19:00kick off8/29（土）
次回ホームゲーム

★明治安田生命
　スペシャルデー

2020年度サッカースクールの新規会員を募集して
おります。安全対策を講じた上でサッカーを通じて
健康的に体を動かす機会を創出します。
ベルマーレが大好きなお友達・経験豊富なコーチと
一緒に、サッカーを始めてみませんか。
◇家計応援キャンペーン（第2弾）受付期間と対象会場
第2弾受付期間： 2020年7月1日（水）～2020年
8月31日（月）
第2弾対象会場： 柳島・開成・上府中
◇対　象  2020年度年少から小学校6年生の男女
◇2020年度諸会費（金額はすべて税込）
・入会金：7,150円　
・教材費：18,500円
・月会費：7,150円（週1回コース）
　　　　12,870円（週2回コース）
　　　　19,300円（週3回コース）

サッカースクール2020年度新規入会
「家計応援キャンペーン」（第2弾）実施中！

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！
◇時間・場所
　•キックオフ3時間前～試合終了後30分まで
　　＠場外インフォメーションブース
　　※ブースは上記1箇所のみとなります

【シーズンチケット&ベル12】
来場ポイント交換開始のお知らせ！

オフィシャルクラブパートナーである馬車道法律事
務所に所属する弁護士の方が、先着1,000名様に
オリジナル水ヨーヨーを
プレゼントいたします。
ぜひお越しください！
◇場　所  キングベルパーク
◇時　間16:00～
◇内　容  水ヨーヨー配布
　　　　 （先着1000名様）

「湘南とともにたたかう弁護士　
馬車道法律事務所ブース」が登場！

今季からオフィシャルクラブパートナーに加わった
株式会社IDOM（旧ガリバーインターナショナル）の
協力のもと、8月の一ヶ月間、所有車3台をホームタ
ウン在住の方に無料で利用開放いたします。
予約管理の特設サイトを立ち上げ、予約受付中！！
IDOM社が構想する新たなカーシェア事業モデルと
方向性が合致したため利用開放が実現！8月の一ヶ
月間をトライアル期間として「無料」で利用開放し、
利用ニーズや満足度調査等を行わせていただきま
す。将来的には、通常よりも“安価に”レンタカーとし
て提供し、いただいた利用料をクラブの強化費等に
充てられるような取り組みを検討していきます。
◇利用可能期間
　2020年8月1日～2020年8月31日
◇ご利用いただける車種
　BMW X3、トヨタ プリウス、日産 セレナ
◇料　金   無料
　※ガソリン代、高速道路代、
　　駐車場代等はお客様負担

ベルマーレのクルマを8月無料開放！
（ホームタウン在住の方限定）

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

神奈川県弁護士会

●明治安田生命ブース出店！！
可愛いケースに入ったマスクと除菌シートを無料配布！
試合結果予想でサイングッズもプレゼント！

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

スタジアム
初登場！

【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。

価格 ￥3,500
●Tシャツ

価格 ￥850
●ミニタオル

価格 ￥1,200
●ミニトートバッグ

全31種類
（特別指定・2種登録を除く）

全31種類
（特別指定・2種登録を除く）

ベルガチャ

★１回 5００円★

★１回 5００円★

モバガチャ限定商品

【うちわキーホルダー
～プレーヤーズグッズver. ～】

【タオルキーホルダー
～プレーヤーズグッズver. ～】

スタジアム限定商品

オススメ商品
【＃こんなときこそたのしめてるか グッズ】


	09p01
	09p02
	09p03
	09p04
	09p05
	09p06
	09p07
	09p08

