


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

攻守に宿る前への姿勢
今季初の連勝をホームで記したい

　岡本は言う。
　「以前はボールを奪われないことが先にきて、どうして
も選択肢が後ろや横になり、スピード感も出なかった。
いまは前に行く姿勢が守備とセットになっているから、
ミスが出てもすぐに切り替えられる。もちろん精度は高
めていかなければいけないけど、ポジティブな失い方が
増えたと感じます」
　チームの復調傾向とシンクロし、岡本自身もウイング
バックとして持ち前の鋭い動き出しを発揮しながら攻守
に存在感を放っている。大分戦では深い位置まで抉って
先制点をアシストし、G大阪戦でも決勝点に関わった。「今
年はウイングバックをやっていなかったけど、練習を積
み重ねることで徐々に体が慣れてきた」そう手応えを口
にするように、本来の感触を取り戻しつつある。
　今節は18位の清水エスパルスを迎える。彼らは前節鹿
島アントラーズに1－2で敗れ6連敗となり、ベルマーレ
と同じ勝点ながら得失点差で順位が入れ替わった。
　「苦しんでいるけどやるべきことはブレずにやっている
印象」岡本は清水をそう評し、自分たちに目を向ける。
　「相手のフォーメーションによって変わる部分はありま
すけど大枠は変わらない。いまやっていることを継続し、
そのなかで精度を高めていくことが大事。いい流れで来
ているので、ホームでサポーターの皆さんに勝利を届け
られるようにもう一度いい準備をしたい」
　自分たちらしさを開放し、今季初の連勝を期す。

　9試合ぶりに手にした勝点3には喜びと安堵が入り混
じっていた。「ホッとしたという気持ちが強い」岡本拓也
の言葉にも素直な感情がのぼる。
　「（前々節の）大分戦の反省を活かし、自分たちから崩
れなかったことがいちばん大きい。いいときも悪いとき
もみんなで声をかけ合い、一人ひとりが繋がってプレー
できた。ミスはありましたけど、足を止めずにみんなが
やるべきことをしっかりできたと思います」
　ガンバ大阪とアウェイで対戦した前節、ベルマーレは
前への推進力を弛まず相手のプレッシングをパスで剥が
しながらゴールを目指した。ロングボールを入れられ、
セカンドボールで後手を踏み、押し込まれる時間帯もあっ
たが、GK富居大樹を中心に粘り強くこれを防ぐ。守か
ら攻への流れも淀みない。一進一退の様相のなか、金子
大毅のスルーパスに大野和成が反応し、待望の先制点を
挙げると、その後に受けた相手の猛攻も懸命に守り抜き、
勝利の長い笛を聞くのだった。
　自分たちの原点を見つめ直した第11節名古屋グランパ
ス戦以降、ボールを奪う守備や鋭い寄せ、ボールホルダー
を追い越す動きなど、内容にはベルマーレらしさが随所
に散りばめられている。また試合開始早々 2点を先取し
た大分トリニータ戦然り、くだんのG大阪戦然り、ゲー
ムの入りも悪くない。なによりポジティブなのは、攻守
ともに矢印が前を向いていることだろう。

6 DF
岡本 拓也 OKAMOTO TAKUYA

中学から浦和のアカデミーで育ちユースを経て2010年にトッ
プへ昇格。2013年夏にJ2の長崎へ期限付き移籍、2015年に浦和
に戻ったが2016年に湘南へ期限付き移籍。3年間の期限付きの
のち2019年にサポーター待望の完全移籍を果たした。今季は
キャプテンの重責を担いピッチ内外でチームを支えている。

1992年6月18日生（28歳）／埼玉県さいたま市出身／175cm・73kg



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
（シルバー/シルバー/シルバー）（黄緑/黄緑/黄緑）
清水エスパルス

清 水J1第16節（湘南）、第24節（清水）スターティングメンバー

現在18位の清水。リーグ最多失点を喫
し、加えて短時間で立て続けに失点する
ケースも見受けられ、守備に課題が認め
られる。一方、開幕からここまで無得点
ゲームはわずか3試合と、その攻撃力は
侮れない。なかでもチーム最多の5アシ
ストを記録する西澤健太（写真）には注意
したい。ドリブルに優れ、ラストパスの数
も多く、昨季の対戦では得点も挙げてい
る。岡本ら右サイドの対応はもとより、
チームとして連動し、攻撃を遮断したい。

 １  GK 西部 洋平

 ２  DF 立田 悠悟

 ３  DF ファン ソッコ

 ４  DF 吉本 一謙

 ５  DF ヴァウド

 ６  MF 竹内 涼

 ７  MF 六平 光成

 ８  MF 石毛 秀樹

10 FW カルリーニョス ジュニオ

11 FW ジュニオール ドゥトラ

13 MF 宮本 航汰

14 FW 後藤 優介

15 DF 金井 貢史

16 MF 西澤 健太

17 MF 河井 陽介

18 DF エウシーニョ

20 MF 中村 慶太

21 DF 奥井 諒

22 MF ヘナト アウグスト

23 FW ティーラシン デーンダー

24 DF 岡崎 慎

28 MF 西村 恭史

29 DF 福森 直也

30 MF 金子 翔太

31 GK 梅田 透吾

32 GK ネト ヴォルピ

33 FW 川本 梨誉

35 DF 伊藤 研太

37 MF 鈴木 唯人

38 GK 新井 栄聡

39 GK 大久保 択生

40 MF 成岡 輝瑠

清水エスパルス 　監督 ピーター クラモフスキー

第15節 大分 ２△２ 湘南
第16節 G大阪 ０○１ 湘南

第16節 清水 １●２ 鹿島
第24節 横浜FM ３●０ 清水

ⒸJ.LEAGUE

1 富居

23 茨田

2 金子4 坂

18 松田

13 石原(直)

22 大岩

6 岡本

8 大野 16 齊藤

38 石原（広）

39 大久保

2 立田

5 ヴァウド

37 鈴木

23 ティーラシン

21 奥井

22 Rアウグスト

17 河井

20 中村

14後藤

6 竹内

9月19日（土）
@札幌厚別
@駅スタ
@豊田ス
@ヤンマー
@三協Ｆ柏

vs
vs
vs
vs
vs

札　幌
鳥　栖
名古屋
Ｃ大阪
　柏

Ｇ大阪
横浜FM
神　戸
鹿　島
広　島

14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
9月20日（日）

@昭和電ド
@埼玉
@味スタ

vs
vs
vs

大　分
浦　和
FC東京

横浜FC
川崎Ｆ
仙　台

18:00
19:00
19:00

Ranking
※9/16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
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
柏レイソル
横浜Ｆ・マリノス
ガンバ大阪
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
ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ
清水エスパルス

勝点
44
39
32
27
27
27
26
24
23
21
20
19
17
17
14
11
9
9

点差
＋36
＋12
＋8
＋9
＋4
－4
＋8
＋3
＋0
＋4
－4
－6
－11
－12
－3
－13
－12
－19

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

第17節 他会場の試合

J1リーグ第16節 G大阪戦「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

Chih iro リーグ戦初出場おめでとう！ emi tomo.knh

谷純一

ちむママ ちひろ

追いかけるペン。 （＾＾）
Makoro

Do your best!

Enjoy☆Footbal l
Rachien Smoothie

tomo.knh

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

HIDETAKA MASUDASAN lovebell. ヲノデラ ちんちゃんママ

追いかけるペン。（＾＾）

辰也さおり

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。

★
サポート多数のため

下記に掲載

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！

引換はこちらへ

 ➡

岩崎悠人 
伊皿子倶楽部 / YASUTAKA #99

Rachien Smoothie / tomo.knh

ヒーローS / 莉紗



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➡

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



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。

サンメッセしんわ

つじ道ラーメン

クレープくれよん

SITA

Shallow Bee

GUARD FOOD TRUCK

BULL’S（DA FIORI)

NAOCAFE

レストランなんどき牧場

CLOVER

鳥仲商店

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

❶エコステーション
❷ベルガチャステーション
❸キリンブース

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
❻LINEスタンプキャンペーンくじブース

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
　平塚トレセン
17:25～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
17:30～  キリンビバレッジ生茶20周年スペシャルデー

サポーターも ＃生茶レ 「バー当てチャレンジ」
17:50～18:15  選手ウォーミングアップ
18:16～  キリンビバレッジ生茶20周年スペシャルデー ゲストトーク
　キリンビバレッジ株式会社
　　執行役員 首都圏地区本部長 野原 等 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
キリンビバレッジ生茶20周年スペシャルデー
18:33  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
　相模石油株式会社 駐車場管理営繕部 部長 村上 昭弥 様
花束  村上 舞 様
Progression賞プレゼンター  村上 智子 様、 村上 遼 様
キリンビバレッジ賞 表彰



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16節 9/19（土）15:00 
　vs アスルクラロ沼津 @愛鷹[A］
第17節 9/22（火・祝）14:00 
　vs FC今治 @とうスタ[Ｈ］

vs 川崎フロンターレ
2020 明治安田生命J1リーグ 第19節

19:00kick off9/27（日）
次回ホームゲーム

★フジタスペシャルデー

オフィシャルクラブパートナー有限会社サンクト
ガーレンより、「湘南ベルマーレ スタグルセット」の
販売が開始！
ホームゲームの雰囲気を楽しんでいただけるよう、
スタジアムで大人気な湘南ベルマーレの公式ビール
「ベルマーレビール」と平塚の名物店「花水ラオシャ
ン」のタンメンをセットでお届けします。
◇セット内容詳細
　●ベルマーレビール（330ml） 4本
　●花水ラオシャン本店のタンメン 4人前
◇販売価格  3,980円（送料込み・税別）
◇販売日程
　●9月26日（土）お届け　
　　受付〆切：9月23日（水）朝8時まで
　●10月3日（土）お届け　
　　受付〆切：9月30日（水）朝8時まで
＊試合前日にお届けします。リモート観戦のおとも
にぜひお求めください！

サンクトガーレン「湘南ベルマーレ スタグルセット」
発売のお知らせ！

全選手及び眞壁会長・浮嶋監督が自らイラスト制作
した、クラブ史上初の試みとなるLINEスタンプ生原
画が当たるキャンペーンブースを出展します。ぜひ
ダウンロードしてLINEのトークでご利用ください！
◇実施日時  9月19日（土） 15:30～ 
　景品がなくなり次第終了（またはキックオフまで）
◇実施場所
　キングベルパーク LINEスタンプキャンペーンくじブース

クラブ公式「キングベルⅠ世LINEスタンプ2020
 （選手イラストver.）」キャンペーンブース出展！！

令和2年7月豪雨の災害により、亡くなられた方々の
御冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心
よりお見舞い申し上げます。
この災害で被災された皆さまを支援するため、湘南
ベルマーレでは被災地復興支援募金「JリーグTEAM 
AS ONE募金」を実施いたします。皆さまの心温まる
ご支援を、何卒宜しくお願い申し上げます。
※感染症対策の観点から、募金活動での選手、スタッ
フの稼働はございません。キングベルパーク・イン
フォメーションブースへの募金箱設置、またはお振
込での受付となります。
◇送金先
令和2年7月豪雨被災地復興支援募金
「JリーグTEAM AS ONE募金」
三菱UFJ銀行  虎ノ門支店  普通預金  0194224
公益社団法人  日本プロサッカーリーグ
TEAM  AS  ONE  募金口  理事長  村井満

⬆詳細はこちら

●入場先着1500名様へ
　オリジナルマスクプレゼント！

「JリーグTEAM AS ONE 令和2年7月豪雨
被災地復興支援募金活動」実施のお知らせ

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

オフィシャルクラブパートナー神奈川中央交通株式会
社様の主催により、今シーズンも湘南ベルマーレの
コーチによる無料サッカー教室を開催いたします。
幼稚園（年中・年長）小学1・2年生の参加者を募集いた
します。
◇開催日  2020年10月17日（土）

「第66回神奈川中央交通無料サッカー教室」
開催のお知らせ！

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

サイズ：S、M、L、O、XONEW

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。

受注販売受付中

受注販売受付中

【選手着用モデル
インナーシャツ】

価格 ￥4,300

価格￥21,450
●ロングコート
　サイズ：M、L、O

価格￥14,850

●ロングコート（Jr.サイズ）
　サイズ：130～140㎝、
　150～160㎝

価格￥19,250
●ダウンジャケット
　サイズ：M、L、O

価格￥25,850
●ダウンロングコート
　サイズ：M、L、O

【PENALTY製各種コート】

全30種類
（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
～紅葉ver. ～】

【缶バッジ
～紅葉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3㎝
●レア：アクリルスタンド
　サイズ：約縦6×横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10×横9㎝

レア

レア

ノーマル

ノーマル
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