


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

チームへの想いと誇り
球際で上回り、迫力をもって前へ

いずれも柏が勝利した。
　「球際がものすごく強い」対戦を振り返りつつ、松田は
相手の印象をひもとく。
　「組織力があり、なおかつ点を取れる選手が前にいる。
統率されたチームだと感じます」
　思えば、2－3で敗れた7月のリーグ戦では、反撃の狼
煙であり今季自身初となるゴールを挙げた。「ボールが出
てくる前から得点をイメージできた」と、その感触はい
まも残る。だが同時に憂いがその顔を掠めるのは、それ
以来ゴールを奪えていないからにほかならない。
　「すごく悔しいし、FWとして責任も感じている。点を
取れる選手がいないとチームは勝てない。シュートもな
かなか打てていないので、もっとエゴを出さなければと
思います」
　自分勝手にプレーするという意味ではもちろんない。
事実、石原直樹や指宿洋史らFW陣と考えを共有し、中
盤の選手ともコミュニケーションを深めている。そのう
えで、ときに強引さも必要であることを自覚する。
　松田はあらためて今節大切にすべきを語る。
　「ベルマーレはもっとボールを奪えるチームだと思うし、
もっと統率が取れれば絶対失点しないはず。攻撃面でも
いい場面は増えてきていると思う。球際で上回ることは
絶対条件だと思うし、迫力をもって攻撃し、決定機を数
多く増やすことがチームとして大事だと思います」
　言葉に満ちる誇りを、今日こそ勝点3に結びたい。

　勝利が遠い。9月を3連敗で終えたベルマーレは、10
月に入っても連敗を脱せずにいる。
　チャンスがないわけではない。ハイプレスやゴール前
の粘り強い守備がまったく果たされていないわけでもな
い。事実、前々節の北海道コンサドーレ札幌戦ではアグ
レッシブなゲームの入りから5試合ぶりにゴールを挙げ、
前節は上位を走るセレッソ大阪と一進一退の攻防を演じ
た。だが内容のすべてが否定されずとも、結果は好転し
ない。前者はその後逆転を許し、後者も後半アディショ
ナルタイムに決勝点を奪われた。今季2度目の6連敗、最
後の勝利は1カ月余り前のガンバ大阪戦までさかのぼら
なければならない。
　「正直ほんとうに苦しいです」松田天馬が漏らした想い
はチームの総意に違いない。
　「それでも試合は次々と来るし、僕たちはやるしかない。
結果を出したいし、その意味ではみんなで100％努力し
ている。コミュニケーションもよく取っていると思いま
す。ガンバ戦の勝利を次に活かせなかったことがダメだっ
たと思うし、もう一度勝って自信をつければもっと勝点
3を積み上げられると思っています」
　アウェイ連戦を終えた今節は8位の柏レイソルを迎え
る。中断明けこそ3連敗でリスタートした彼らだが、そ
の後白星を重ね、いまや上位を窺う位置にある。
　ベルマーレとは今季、リーグ戦とルヴァンカップを戦い、

18 MF
松田 天馬 MATSUDA TEMMA

東福岡高、鹿屋体育大を経て2018年に湘南に加入。足元の技術
が高く、スペースに動いてはボールを引き出す。また運動量豊
富に動き回りボール際も強い。様々なポジションでプレーでき
るのも魅力で、今季はFWでプレーすることが多いがボランチ、
サイドなどでも力を発揮する。

1995年6月11日生（25歳）／熊本県上益城郡出身／164cm・62kg



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/白/白）（黄緑/黄緑/黄緑）
柏レイソル

柏J1・第22節スターティングメンバー

現在8位につける柏レイソル。数多の才が
彩るチームにあって、とりわけ前線には
現在21ゴールでJ1得点ランキングを独
走するオルンガをはじめ、江坂任やクリ
スティアーノら強烈な個性が集う。なか
でも注目したいのは元ベルマーレの神谷
優太（写真）だ。持ち前のスピードやドリ
ブルでタレント居並ぶ攻撃を活性化させ
ている。7月の前回対戦ではクロスで2ア
シストをマーク。今節も古巣のピッチに
強い意気込みで臨んでくるに違いない。

 １  GK 桐畑 和繁

 ２  DF 鎌田 次郎

 ３  DF 高橋 祐治

 ４  DF 古賀 太陽

 ５  MF 小林 祐介

 ６  DF 高橋 峻希

 ７  MF 大谷 秀和

 ８  MF ヒシャルジソン

 ９  FW クリスティアーノ

10 MF 江坂 任

11 FW 山崎 亮平

13 DF 北爪 健吾

14 FW オルンガ

15 DF 染谷 悠太

16 GK 滝本 晴彦

17 GK キム スンギュ

18 FW 瀬川 祐輔

19 FW 呉屋 大翔

20 DF 三丸 拡

22 MF マテウス サヴィオ

23 GK 中村 航輔

24 DF 川口 尚紀

25 DF 大南 拓磨

27 MF 三原 雅俊

28 MF 戸嶋 祥郎

33 MF 仲間 隼斗

35 FW 細谷 真大

36 MF 山田 雄士

37 FW 鵜木 郁哉

38 DF 大嶽 拓馬

39 FW 神谷 優太

41 GK 佐々木 雅士

50 DF 山下 達也

柏レイソル 　監督  ネルシーニョ

第21節 札幌 ２●１ 湘南
第22節 C大阪 １●０ 湘南

第21節  柏  ４○３ 神戸
第22節  柏  １△１ 浦和

ⒸJ.LEAGUE

25 谷

23 茨田

2 金子4 坂

11タ リク

13 石原(直)

38 石原（広）

6 岡本

8 大野 32 田中

28 鈴木

17 キム スンギュ

4 古賀

25 大南

24 川口

9 クリスティアーノ

39 神谷

14 オルンガ

20 三丸

8 ヒシャルジソン

27 三原

10 江坂

10月17日（土）
@ヤンマーvsＣ大阪 横浜FM15:00

10月18日（日）
@札幌ド
@ニッパツ
@アイスタ
@昭和電ド
@埼玉
@Ｅスタ
@等々力

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

札　幌
横浜FC
清　水
大　分
浦　和
広　島
川崎Ｆ

鹿　島
FC東京
鳥　栖
Ｇ大阪
仙　台
神　戸
名古屋

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

Ranking
※10/14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
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
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
北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖
ベガルタ仙台
清水エスパルス
湘南ベルマーレ

勝点
62
47
45
42
42
39
38
37
34
33
31
29
21
21
18
13
12
9

点差 
＋46
＋11
＋8
＋15
＋7
＋5
＋12
＋11
－9
＋1
＋7
－8
－16
－19
－10
－18
－23
－20

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

第23節 他会場の試合

J1リーグ第22節 C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
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242321 222019
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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

医療法人天馬会

Chih iro

tomo.knh

TAEKO

TAEKO tomo.knh

Ymk☆Myk

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

Be Ambitious 追いかけるペン。（＾＾） わたる追いかけるペン。（＾＾）
☆一戦必勝☆原点回帰☆

Do your best!

Enjoy☆Footbal l

tomo.knh

曽根氏の同僚 伊皿子倶楽部

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

 ➡



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

※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



「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！

じゃんぼ

MOONKEBAB

COCONUT TREE

ソフトタコス ベラクルス

The WILD FARM

ROCKET CHICKEN

BULL’S（DA FIORI)

まついSunち

Kitchen Kanaloa

鳥仲商店

SHONAN Bar-B-Q

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ひらしんブース

❹フットダーツブース
❺勝利のハイタッチポップコーン

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。

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

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
　港FCvs寒川少年サッカークラブ
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
14:46～  平塚信用金庫スペシャルデー ゲストトーク
　平塚信用金庫 専務理事 曽我 和雄 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

詳細はこちら➡

15:00～  花束贈呈
平塚信用金庫スペシャルデー
　平塚信用金庫 専務理事 曽我 和雄 様
   平塚信用金庫 追分支店 新入職員 三村 唯夏 様
   平塚信用金庫 中原支店 新入職員 太田 万柚子 様
15:03  キックオフ
ハーフタイム  平塚信用金庫スペシャルデー特別動画放映
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
MOMプレゼンター 相模石油株式会社 スポーツ関連ビジネス事業部
　部長代行 安西 和志 様
花束  安西 さつき 様 
Progression賞プレゼンター  安西 立希 様

“今節より復活 ” 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



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22節 10/18（日）14:00 
　vs ＦＣ岐阜 @長良川[A］
第23節 10/25（日）13:00 
　vs ＡＣ長野パルセイロ @とうスタ[Ｈ］

vs サガン鳥栖
2020 明治安田生命J1リーグ 第13節

19:30kick off10/21（水）
次回ホームゲーム

＊新型コロナウイルス感染症の影響により代替開催

ベルマーレフットボールアカデミーオリジナルブランド
“FAMILIA（ファミリア）”誕生のお知らせ。

【シーズンチケット&ベル12】
本日 来場ポイント5倍プレゼント！！
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！
本日は来場ポイントが5倍！
通常1試合100ポイント付与のところ、今節は500
ポイントプレゼントします。ぜひポイントを貯めて、
その場でオリジナルグッズと交換しましょう！
◇来場ポイント対象者
●シーズンチケット会員
●サポーターズクラブベル12会員
※シーズンチケット会員で権利無効化を
　ご選択されたお客様は対象外です。

◇時間・場所  キックオフ3時間前～
　試合終了後30分まで
　＠キングベルパーク
　　「シーズンチケット・ベル12ブース」

ドリームパスポートご利用で
オリジナルマスクプレゼントのお知らせ！
平塚市の小学生全員へ配布されている「ドリームパ
スポート」でチケットをお申込みいただき、ご来場頂
いた方限定で、オリジナルマスクをプレゼントいた
します！ドリームパスポートは現在事前申込制とさ
せていただいておりますので、事前にお申込みいた
だき、スタジアムでマスクをGETしてください！
◇仕　様  繰り返し洗って使用できる抗菌・防臭マスク
◇サイズ  こども用サイズ（H12cm×W16cm）
◇素　材  ポリエステル100％
※マスクプレゼントはドリームパスポート保有者本人の
みとなります。

※お一人様1試合でもらえる枚数は1枚が上限となります。

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！

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

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）

この度、湘南ベルマーレは2000年に「ベルマーレ平
塚」から「湘南ベルマーレ」へチーム名を改称し、
2020年に20周年を迎えました。
この節目を記念し、ベルマーレフットボールアカデ
ミーでは、オフィシャルサプライヤーの株式会社ウ
インスポーツ様（PENALTY）のご協力のもと、アカ
デミーファミリーの結びつきを深める新たなブラン
ド「BELLMARE FOOTBALL ACADEMY 
“FAMILIA”（ファミリア）」をスタートさせましたの
でご案内いたします。
◇ご購入可能な方  ベルマーレフットボールアカデ
ミー（2種・3種・女子チームおよびサッカースクー
ル）でプレーする選手およびご家族

※今後、限定商品や企画商品の一般販売も検討しております。
　決まり次第ご案内いたします。

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

は湘南ベルマーレを応援しています。
先着ご来場2,500名様へ
「オリジナルクリアファイル」
　　　をプレゼント！！

【アメコミ風
 アクリルスタンド】

丸めて収納可能！丸めて収納可能！

サイズ：縦140×横75㎝
素材：表地、中綿、裏地
　　 ポリエステル100％

サイズ：
　本体 約縦8.5×横8cm
　台座 約縦3.5×横8cm

NEW

NEW

【販売場所】12:00～15:00
@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
※キックオフまでの営業となりますのでご注意ください。
※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】12:00～15:00
@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
※キックオフまでの営業となりますのでご注意ください。
※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 ￥4,700
価格 各￥800

※ベル12会員割引対象外

●全30種・全選手対応
（特別指定・2種登録選手を除く）

【PENALTYブランケット】

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
～ハロウィンver. ～】

【缶バッジ
～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：アクリルスタンド
　サイズ：約縦5.5×横3㎝
●レア：アクリルスタンド
　サイズ：約縦5.5×横3㎝
●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10.5×横6㎝

レア

レア

ノーマル

ノーマル
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