


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

胸に携える自信と課題
異例の連戦、まずは初戦勝利を！

務めている。そう、昨季まで山根視来（現川崎F）が担っ
てきたポジションだ。
　「サイドのセンターバックは攻撃の起点にならなければ
いけない」そう自覚する舘は、先人のプレーもどん欲に
吸収するべく努めている。
　「（岡本）拓也くんに視来くんのプレーを見せてもらい、
映像を通して話し合っています。視来くんのプレーはア
グレッシブで個人的にも好きだし、『ザ・湘南』みたいな
お手本となる選手。僕自身、もっと前の助けになるよう
な攻撃参加が必要だと感じています」
　水曜開催となる今節はサガン鳥栖をホームに迎える。
もともと8月末に予定されていた試合だが、新型コロナ
ウイルスの影響によって中止となり、この日の代替開催
に至った。加えて週末にはアウェイでの対戦も控えており、
下位に沈む両者の現状を思っても、互いに譲れぬ連戦と
なることは言うまでもない。
　一戦に向け、舘は言う。
　「全力でプレーする姿は、サポーターも、チームメイト
の心も掴むと思うし、鹿島戦のようにシュートブロック
を出せればチームを勇気づけられると思う。もちろん僕
のストロングポイントである1対1でやらせないことは大
事。たとえ抜かれたとしてもスライディングして最後は
必ず抑えたい。自分にできることは少ないと思いますが、
まずは守備の部分で貢献したい」
　自信と課題を胸に、チームの勝利に献身するつもりだ。

　プロ1年目ながら、そのプレーは落ち着きに満ちてい
る。舘幸希は第16節ガンバ大阪戦に途中出場し、初めて
J1のピッチを踏むと、第18節鹿島アントラーズ戦では
J1初スタメンを記し、ゴール前で体を張るなど結果を求
めて献身した。以降、川崎フロンターレやFC東京などリー
グ屈指の強豪を相手に持ち前の対人守備の強さを発揮し
ながら出場を重ねている。
　「いろんな経験ができている」得難い日々を口にする。
　「ひとつのミスでやられたり、ひとつのプレーで流れが
変わったりすることを試合に出て肌で感じています。レ
ベルの高い相手には、ちょっとしたポジショニングのズ
レで簡単にやられてしまう怖さがある。でも、やれない
部分はあまりないとも感じていて、トップレベルでも通
用するんだという自信にもなりました」
　手応えに確信が宿るのは、強豪との対戦を重ねたから
こそだろう。と同時に課題もまた、相手のクオリティが
高ければこそ浮き彫りになる。
　「攻撃の部分がまだまだ。プレッシャーが速いし、ただ
来るわけではなく頭を使いながらチーム全体でハメてく
るので、逃げ場がないし、ドリブルをしても簡単には剥
がせない。運んでも絶対に付いてくるし、体をどんどん
ぶつけてくるし、圧力を感じました」
　3バックはもとより、ときにボランチも託されるユー
ティリティだが、ここまではおもに右センターバックを

19 DF
舘  幸希 TACHI KOKI

四日市中央工業高、日本大を経て今季湘南に加入した大卒ルーキー。
DFとして上背があるわけではないが、身体能力に優れ跳躍力にも長
けている。アジリティを備え1対1にめっぽう強い。第16節のG大阪戦
に途中出場しリーグ戦デビューを果たし18節の鹿島戦でスタメンフ
ル出場。大きな可能性を感じさせるプレーで周囲を驚かせた。

1997年12月14日生（22歳／三重県鈴鹿市出身／173cm・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
（白/白/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

 １  GK 守田 達弥

 ２  MF 原 輝綺

 ３  DF エドゥアルド

 ４  MF 原川 力

 ６  DF 内田 裕斗

 ７  FW 金森 健志

 ８  DF 岩下 敬輔

 ９  FW チアゴ アウベス

11 FW 豊田 陽平

12 GK 板橋 洋青

13 DF 小林 祐三

14 MF 高橋 義希

15 DF パク ジョンス

16 FW 林 大地

18 GK 高丘 陽平

19 FW 趙 東建

20 FW レンゾ ロペス

21 GK 金 珉浩

22 MF 小屋松 知哉

23 MF 本田 風智

25 MF 安 庸佑

26 DF 王 嘉楠

28 DF 森下 龍矢

30 MF 樋口 雄太

31 DF 大畑 歩夢

32 MF 湯澤 洋介

33 FW 石井 快征

36 MF 高橋 秀人

38 DF 宮 大樹

39 DF 松本 大輔

41 MF 松岡 大起

43 FW 兒玉 澪王斗

46 MF 相良 竜之介

47 DF 中野 伸哉

48 DF 永田 倖大

50 MF 梁 勇基

サガン鳥栖

鳥 栖J1・第22節スターティングメンバー

今季連勝のないサガン鳥栖。ベルマーレ
と同じく黒星を重ね、現在下位に沈んで
いる。ただ、ハードワークをベースに失点
は抑えており、今節は1点がより重みを
増す対戦となりそうだ。攻撃陣では大卒
ルーキーの林大地（写真）に注目したい。
第14節横浜FC戦から3試合連続ゴール
を挙げるなどチームの稼ぎ頭で、高校時
代に対戦経験のある舘も「強烈でした」
と、その類まれなスピードとパワーに舌
を巻く。要注意のストライカーだ。

サガン鳥栖 　監督  金 明輝

第21節 札幌 ２●１ 湘南
第22節 C大阪 １●０ 湘南

第21節 鳥栖 ０●１ 浦和
第22節 鳥栖 ０●２ 鹿島

湘南ベルマーレ サガン鳥栖

インターセプト
パス

クロス

ドリブル
ゴール

クリア

タックル

シュート

インターセプト
パス

クロス

ドリブル
ゴール

クリア

タックル

シュート

石 原 直 樹
大 岩 一 貴
大 野 和 成
岡 本 拓 哉
山 田 直 輝
他５名

5
2
1
1
1

鈴 木 冬 一
岡 本 拓 哉
小 林 将 太
馬 渡 和 彰
石 原 広 数
他４名

アシスト アシスト
3
2
2
1
1

林 　 大 地
森 下 龍 矢
原 川 　 力
石 井 快 征
金 森 健 志
他１名

5
2
1
1
1

樋 口 雄 太
石 井 快 征
森 下 龍 矢
小松矢知哉
内 田 裕 斗
他２名

3
3
2
1
1

ゴール ゴール

ⒸJ.LEAGUE

18 高丘

15 パク ジョンス

2 原

28 森下

9 チアゴ アウベス

33 石井

6 内田

7 金森

4 原川

23 本田

41 松岡

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

10月21日（水）
@ノエスタ
@日産ス

vs神　戸
横浜FM

鹿　島
名古屋

18:00
19:30

※DAZN AFCチャンピオンズリーグ2020の
　日程等に伴い、８月４日の発表時より日程が
　変更となっております。

Ranking
※10/17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

第33節 他会場の試合

　　  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
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
48
47
42
42
39
38
37
34
33
31
29
21
21
18
13
12
9

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

MATCH ANALYSIS
※10/15日時点でのデータ



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

医療法人天馬会 ka_kun 梁さんとの対決見たかった☆全快祈念

TAEKO

TAEKO Ymk☆Myk

伊皿子倶楽部

Makoro

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

エミ ちょっと早いけど　Happy Birthday to Yu 追いかけるペン。（＾＾） 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

Enjoy☆Footbal l

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）

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！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  21:40（試合終了後）　◆場所  キングベルパーク

「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！

ぴぃちゃんち

CLOVER

サンメッセしんわ

クレープくれよん

ソフトタコス ベラクルス

つじ道ラーメン

Loco Kitchen

鳥仲商店

丼もの屋

manma

ワンズケータリング

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⬇7ゲート側での出店⬇

⑩

⑪

☆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クラウドファンディングお礼ブース

❹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。

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！

たくさんのご支援をいただいたクラウドファンディングへの、
全選手・監督からのお礼のメッセージ色紙を掲示いたします。

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。）

ベルマーレグッズのガチャガチャコーナー!

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。

17:30  入場
17:40～  相模石油エキシビションマッチ
　湘南ベルマーレ強化特待クラス

18:25～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
18:50～19:15  選手ウォーミングアップ
19:19頃  選手紹介
19:25頃  プレゲーム映像放映
19:28～  選手入場
19:33  キックオフ
ハーフタイム

⬆詳細はこちら

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 生活エネルギー事業部　
　牛角平塚店 店長 青木 雅則 様
花束  
　相模石油株式会社 生活エネルギー事業部
　サンマルク大磯店 店長 露木 大介 様
Progression賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 生活エネルギー事業部
　牛角海老名店 店長 稲垣 博司 様
21:40～22:10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
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福島ユナイテッドFC情報
第23節 10/25（日）13:00 
　vs ＡＣ長野パルセイロ @とうスタ[Ｈ］
第24節 10/28（水）19:00 
　vs ガンバ大阪U-23 @パナスタ[A］

「Spirit ベルマーレ TV」絶賛放送中！
湘南ベルマーレ応援番組スピベルは、試合ダイジェ
ストはもちろん、監督・選手インタビューや選手の
様々な一面を紹介するコーナー、サポーターの声、ク
ラブからの情報など盛りだくさんです。
ナビゲーターはスタッフの猪狩、ナレーターはお馴
染三村ロンドさんがつとめます。
視聴も録画もお忘れなく！
◇放送局  tvk（テレビ神奈川）
◇放送日時  毎月第4金曜日  21:00～21:30
　※10月は24日金曜日21:00～21:30放送

湘南ベルマーレフードパーク！！
Jリーグ屈指のスタグルイベント!
「湘南ベルマーレフードパーク」は、サッカー専門新
聞エル・ゴラッソでの投票で昨年1位にも選ばれた、
Ｊリーグ屈指のスタジアムグルメです。
★湘南グルメ「ベルマーレメニュー」!
「湘南で湘南のグルメを楽しんでいただく」ことを
1つのテーマに定め、湘南地域を中心に活動する店
舗に出店していただいております。

★ガッツリご飯からデザートまで！ !
ガッツリご飯、デザートまで、さまざまな湘南グル
メを取り揃えておりますので、ぜひ腹ペコでご来
場ください。

☆飛沫感染防止の為、お並びの際は足元の目印に合
わせ、スタッフの指示に従ってお並びくださるよ
うお願いいたします。

◇開催日時
　本日16:30 ～ハーフタイム終了（20:30ごろ）まで

2020 湘南ベルマーレ 
ゲームボランティア絶賛募集中！！
ベルマーレが好き、サッカーが好き、スポーツが好
き、接客が好き、そんな明るくて元気な方、そんなあ
なたの大きな力を貸してください。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

湘南ベルマーレサッカースクール生
新規スクール生募集中！
年少～小学校6年生までを対象に『サッカースクール』
をホームタウン内全域で開催中。
経験豊富なコーチ陣がサッカーを通して、身体を動か
す事の楽しさ、個人技術、戦術に加え、人間力にも着目
し、 社会に出て通用する人間性の獲得を目指し活動を
続けています。
無料体験も随時行っています。ぜひサッカーはもちろ
ん、様々な体験を一緒にしましょう！

令和２年度スポーツ庁補助事業



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➡

グッズ情報グッズ情報 ※全て税込価格

vs 横浜ＦＣ
明治安田生命J1リーグ 第25節

15:00kick off10/31（土）
次回ホームゲーム

★MELDIA GROUP 三栄建築設計
　スペシャルデー
場外ブースではオリジナル
横断幕に寄せ書きするコー
ナーを設置します！
ぜひメッセージをお寄せく
ださい。
ベルマーレＰＲ大使就任の
篠崎彩奈さん来場！
ハーフタイムにゲストトーク
を行います。

【販売場所】16:30～19:30
@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】16:30～19:30
@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。

全選手対応（特別指定・2種登録を除く）
※完売選手分につきましては受注販売を承ります。

各種プレーヤーズグッズ

価格 ￥15,400

価格 ￥2,100

※ベル12会員割引対象外

サイズ：S、M、L、O、XO、2XO、3XO
【2020 1stユニフォーム】

全選手対応
※監督、特別指定選手、2種登録選手除く

【2020No.タオルマフラー】

オススメ
サイズ：約縦35×横80㎝
素材：綿100％

価格 ￥2,900

【フェイスタオル】

サイズ：縦50×横50㎝
素材：コットン

価格 ￥各3,000

【トートバッグ】サイズ：縦12×横20㎝
素材：キャンバス生地サイズ：縦20㎝×横120㎝

素材：綿100％
価格 ￥1,500

【ポーチ】

キャラver.

ナンバーver.
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