


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

勝利のなかに見つめる反省点
着実なプレーで連勝を期す

端緒として間違いなくチームにリズムをもたらしている。
それ自体は悪いプレーではないはずだ。だがそのうえで
谷はさらに言葉を重ねる。
　「（自分がボールを持ったときに）いい場所を探してパ
スをつけようとしていますが、自分がいいと思っても味
方が反応していなかったり、その選手は分かっていても
ほかの選手が分かっていなかったりすると事故が起きて
しまうこともある。GKは安全第一でしっかりプレーす
ることが仕事。そのなかで自分にできることを増やして
いければと思っています」
　ホーム連戦となる今節は横浜F・マリノスを迎える。
ポゼッションに優れ、リーグ屈指の得点力も備えているが、
今季は連勝と連敗を繰り返すなど出入りが激しく、現在
7位にとどまっている。
　7月の前回対戦ではベルマーレが2－3で敗れた。一戦
をベンチで見守った谷は、「攻撃的なチーム」と相手の印
象を踏まえつつ、今節のポイントに言及する。
　「J1のなかでもトップレベルのプレースピードや判断
スピードがあり、流動的に動きながらクオリティも高い。
真ん中を打開してくるよりはサイドからのクロスが増え
てくるはず。ロングボールも多くないことを考えると、
クロスの守備はポイントになると思います」
　齋藤誠一GKコーチにはいつも「しっかりプレーして
こい」と送り出されるという。今節も最善手を追い求め
ながら勝利へ向けて着実にプレーするつもりだ。

　3試合ぶりの歓喜にスタジアムは沸いた。ホームに横
浜FCを迎えた前節、ベルマーレは1－0で勝利した。4
失点を喫して敗れた8月の前回対戦を思えば、無失点の
意味もまた小さくない。
　「組織的な部分が少しずつよくなってきていると思う」
GK谷晃生はチームの進化を口にする。
　「試合をやるごとにコミュニケーションも深まっている。
また、うちのディフェンスラインは身長が高くない分カ
バーリングの意識が強い。前節も誰かがチャレンジした
あとのセカンドボールへの反応がみんなすごく速かった」
　だが喜びに反してその表情は晴れない。曰く、「結果的
に0で終われたことはチームとしてよかったと思います
が、僕自身のパフォーマンスはよくなかった」。
　とりわけ見つめているのは攻撃の際の自身のプレーだ。
たしかに横浜FC戦では、ビルドアップで自らボールを運
んだときにロストしてしまうなど、らしくないミスが散
見された。
　自省は続く。
　「自分もできるだけビルドアップに加わりたいし、毎回
いろんなトライをしていきたいと考えています。そのな
かで、プラスのミスならいいと思うんですけど、余裕を
持ち過ぎてしまったり、やり過ぎてしまったりして、横
着なプレーが出るのはよくない」
　精度と判断を伴ったキックやスローイングは、攻撃の

25 GK
谷   晃生 TANI KOSEI

G大阪の下部組織で育ち、各年代別代表を経験して17歳でトッ
プチームに昇格。今季、出場機会と成長を求め期限付き移籍に
より加入。持ち味は守備範囲の広さとシュートストップ、足元
の技術や攻撃の流れをつくるビルドアップ。
今季、第6節で初めてJ1でスタメン出場。以降ゴールマウスを守
り続けここまで17試合でフル出場している。

2000年11月22日生（19歳）／大阪府堺市出身／190cm・84kg



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
（青/白/赤）（黄緑/黄緑/黄緑）

横浜F・マリノス

横浜FMJ1第25節（湘南）、第31節（横浜ＦＭ）スターティングメンバー

現在7位につける横浜FM。昨季覇者も今
季は失点が多く、直近の試合を振り返っ
ても、前々節は広島に1－3、前節は鹿島
に2－3で敗れ、目下2連敗中だ。かたや
攻撃力は健在で、首位川崎Fに次ぐ得点
を叩き出している。エリキらブラジル人
トリオがそれぞれ2ケタ得点をマークす
るなか、チームトップの7アシストを記
録する水沼宏太（写真）には要注意。前回
対戦でも2アシストしたチャンスメイ
カーと点取り屋を寸断したい。

 ５  DF ティーラトン

 ６  MF 扇原 貴宏

 ７  FW 大津 祐樹

 ８  MF 喜田 拓也

 ９  FW マルコス ジュニオール

13 DF チアゴ マルチンス

15 DF 伊藤 槙人

16 DF 高野 遼

17 FW エリキ

18 MF 水沼 宏太

19 DF 實藤 友紀

21 GK 梶川 裕嗣

23 FW 仲川 輝人

25 DF 小池 龍太

26 MF 渡辺 皓太

27 DF 松原 健

28 DF 諏訪間 幸成

31 GK オビ パウエル オビンナ

32 GK 高丘 陽平

33 DF 和田 拓也

34 GK 中林 洋次

36 DF 角田 涼太朗

37 FW ジュニオール サントス

38 FW 前田 大然

39 MF 天野 純

40 MF 山根 陸

42 MF 植田 啓太

43 MF 松田 詠太郎

44 DF 畠中 槙之輔

45 FW オナイウ 阿道

46 FW 津久井 匠海

47 MF 西田 勇祐

48 DF 平井 駿助

49 MF 樺山 諒乃介

50 GK 寺門 陸

横浜F・マリノス 　監督  アンジェ ポステコグルー

第24節 鳥栖 ２△２ 湘南
第25節 湘南 １○０ 横浜FC

第32節 広島 ３●１ 横浜FM
第31節 横浜FM ２●３ 鹿島

ⒸJ.LEAGUE

32 高丘

15 伊藤
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9 Mジュニオール37 Jサントス

25 小池

18 水沼

6 扇原

17 エリキ

8 喜田

25 谷

23 茨田

2 金子38 石原（広）

9 指宿

11 タリク

19 舘

6 岡本

32 田中 16 齊藤

26 畑

Ranking
※11/3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

　　  チ ー ム
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
名古屋グランパス
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
ＦＣ東京
横浜Ｆ・マリノス
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
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
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
ベガルタ仙台

勝点
68
52
49
49
48
47
44
42
41
39
36
33
30
24
22
17
17
14

点差 
＋48
＋10
＋14
＋9
＋6
＋3
＋11
－1
＋11
＋9
－3
－8
－14
－20
－10
－18
－21
－26

@Ｅスタ

@パナスタ

@味スタ

vs

vs

vs

広　島

Ｇ大阪

FC東京

名古屋

神　戸

札　幌

第7節
19:00
第32節
19:00
第33節
19:00

●11月11日（水）他会場の試合

※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。
J1リーグ第25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
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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

ちぃ Ymk☆Myk

TAEKO

TAEKO とび丸 Enjoy☆Footbal l

YASUTAKA #99
MITSUKO

医療法人天馬会

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

まっすぅー 追いかけるペン。（＾＾） 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

Enjoy☆Footbal l GETGOAL! 湘南の為に !!

まれお

☆湘南１２＠あっきー☆ 全快祈念☆☆☆な～さんより 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

MF オリベイラ

MF 松田 天馬
マツ ダ　テン マ

40
DF 毛利 駿也

モウ リ  シュンヤ
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. ウォーミングアップ見学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
•ラチエンスムージー「ベルマーレスムージー無料券」10名様

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

※インフォメーションブースとなりの
　日本端子ブースへ

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

 ➡
引換はこちらへ ➡ ❷

抽選プレゼント
•日本端子株式会社
 「日本端子×ベルマーレ
 オリジナルマスク」
・・・・・・・・・・・・・・・500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! 当日のみ有効本日の来場者プレゼント



ベルマーレフットボールアカデミー

湘南ベルマーレでは、2008年より下部組織の充実を目指し育成・普及部門を
「フットボールアカデミー」と名付け、より地域に根ざした活動を進めています。
ここ数年、年代別代表に選出される選手も増え、ひとりでも多くの子ども達を
トップチームで活躍できる選手に育成したいと考え、日々活動しています。
ぜひ「アカデミー」の活動にもご声援ください。

トップチームを目指す
高校生チーム「U-18」

U-18

平塚を活動拠点とする
中学生チーム「U-15」U-15

2018年に立ち上げた女子を対象と
した中学生チーム「U-15ガールズ」U-15ガールズホームタウン東部を活動拠点とする

中学生チーム「U-15EAST」U-15EAST

小学生を対象とした選抜クラス
「強化特待クラス」強化特待クラスホームタウン西部を活動拠点とする

中学生チーム「U-15WEST」U-15WEST

BELLMARE FOOTBALL ACADEMY



スペシャルデー開催記念対談  河野二郎×浮嶋  敏

×

なく、人や地域、企業、国をつなぎ、世界に活力を
与えたいという想いを抱いて取り組んでいます。「つ
なぐ」ことで地域の皆さんに貢献したいですし、企
業としても社会に貢献する使命がある。ベルマーレ
さんをサポートし、チームが強くなって地域の皆さ
んに喜んでいただけたらうれしいですし、私たちも
共に成長していければという想いで支援させていた
だいています。
浮嶋　2012年は私もトップチームのコーチとし
てJ1昇格を目指しているシーズンでした。ユニ
フォームの胸スポンサーが空いている厳しい状況の
なかでご支援いただいて、ほんとうにありがたく
思ったことを覚えています。まさに我々もサッカー
をプレーするうえで、「つながる」ことは日頃から
話しているキーワードです。たとえば守備の局面で
ひとりだけがプレッシャーをかけてもボールを奪う
ことはできません。攻守ともにチームみんながつな
がってプレーすることは非常に大事だと考えていま
す。
――さらに日本端子は2016年よりユニフォーム
（背中下）のスポンサーを、また2019年からはア

――日本端子株式会社はユニフォーム（胸）のスポ
ンサーとなった2012年9月以来、ベルマーレのオ
フィシャルクラブパートナーとしてクラブを支援さ
れています。
河野　日本端子が湘南地域に本社を移転して50年
余り、私自身もホームタウンである平塚に20年以
上住み、地元を応援したいと常々思っていました。
私たちは電気をつなぐ部品をつくっている会社です
が、「つないで世界に活力を。“ACTIVATE”」とい
う企業理念を掲げている通り、テクノロジーだけで

カデミーも支援されています。どのような想いから
アカデミーを支援されることになったのですか？
河野　これも弊社の企業理念に通じますが、地域に
貢献したい、ひとや地域と一緒につながって地元を
元気づけたいという想いから始めました。その点、
ベルマーレさんのアカデミーは一生懸命活動されて
いるし、地元の選手が成長していくことは私たちの
喜びでもあるので、ぜひご支援させていただきたい
と思いました。
浮嶋　日本端子さんにアカデミーをご支援いただく
ようになったのは、僕がアカデミーダイレクターを
務めているときでしたね。あらためてありがとう
ございます。僕がベルマーレに来た2011年当時
は、湘南地域の子どもたちの目は、地元ではなく横
浜、つまり横浜F・マリノスのほうに向いていまし
た。でもいまはベルマーレに来てくれるようになっ
た。これは地元の皆さんにクラブが支えられてきた
おかげだと強く感じています。いまやスクール生は
約2000人、中高生は約220人になりました。トッ
プチームでは、古林将太をはじめ、齊藤未月や石原
広教、柴田壮介という生え抜きの選手がプレーし、

またアカデミーにも年代別代表に選ばれる選手が
育っています。しっかりとした体制のもとで子ども
たちを育てることができているのは、まさしく地域
とつながり、日本端子さんをはじめ、皆さんのご支
援のおかげです。各スポンサーの皆様方にはほんと
うに感謝しています。
河野　湘南地域で長く仕事をしている会社として、
私たちにもこの街に育てていただいたという感謝の
想いがありますので、アカデミーの皆さんに喜んで
いただけるのはとても誇らしく思います。なにより、
ベルマーレが躍進すると平塚の街も明るいですよね。
クラブの皆さんに頑張っていただければ湘南地域が
明るくなるし、地域のみんなで喜びを分かち合える
ことがいちばんだと思っていますので、ベルマーレ
さんがいい結果を出せるように私たちも陰ながら応
援させていただきます。
浮嶋　ありがとうございます。今後ともよろしくお
願いいたします。

河野 二郎 KONO JIRO浮嶋  敏 UKISHIMA BIN

日本端子㈱ 代表取締役社長 湘南ベルマーレ 監督



湘南ベルマーレ サッカースクール

湘南ベルマーレでは年少～小学生（※）を対象に『サッカースクール』をホームタウ
ン内全域および海外（フィリピン・インドネシア）で開催しています。
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。
※詳細はサッカースクールHPをご参照ください。

あなたの家の近くでも開催中！ まずは無料体験を！！

開催曜日やクラスはお問合せください。

SHONAN BELLMARE SOCCER SCHOOL

お問合せ 湘南ベルマーレサッカースクール事務局
℡：0463-25-5800   E-mail：bellschool@mf.scn-net.ne.jp

① 馬　入　校
② 及　川　校
③ 厚 木 南 校
④ 藤　沢　校
⑤ 秦　野　校
⑥ 伊 勢 原 校
⑦ 大　磯　校
⑧ 鎌　倉　校
⑨ 上 府 中 校
⑩ 開　成　校
⑪ 秋 葉 台 校
⑫ 辻　堂　校
⑬ 湘 南 台 校
⑭ 大　船　校
⑮ 柳　島　校
⑯ ららぽーと校
⑰ TANABATA校【2020年4月開校】
⑱ フィリピン・マニラ校
⑲ インドネシア・ジャカルタ校

馬入ふれあい公園人工芝グラウンド（平塚市中堂246-1）

厚木市営及川球技場（厚木市及川1-17-1）

厚木インドアフットサルクラブ（厚木市戸田827）

湘南ベルマーレフットサルコート（小田急百貨店藤沢店屋上）

フットサル・スパ秦野（秦野市平沢295-2）

産業能率大学湘南ｷｬﾝﾊﾟｽ第2G（伊勢原市上粕屋1573）

大磯運動公園野球場（大磯町国府本郷2126-1）

湘南インドア球’s 倶楽部（鎌倉市常盤18 湘南ボウル2F）

上府中公園内小田原球場（小田原市東大友113）

開成水辺スポーツ公園（足柄上郡開成町吉田島2710）

秋葉台公園球技場（藤沢市遠藤2000-1）

湘南ベルマーレアスレティックセンター（藤沢市大庭5021-1）

湘南台フットサルコート（藤沢市湘南台4-10-15）

フィルーラ大船（西友大船店屋上）

柳島スポーツ公園（茅ヶ崎市柳島1300番地）

湘南ベルマーレスポーツフィールド（ららぽーと湘南平塚店屋上）

SHONAN TANABATA FIELD（平塚市堤町3-11）



本　店 〒254-0043 平塚市紅谷町11-20
　　　 0463（21）0449
　　　 紅谷町スターモール商店街 平塚信用金庫 本店隣り

vs サンフレッチェ広島
明治安田生命J1リーグ 第29節

19:30kick off11/25（水）
次回ホームゲーム

5Diet プロテインクランチ
（ビターテイスト）を
全来場者へプレゼント！

★RIZAPスペシャルデー

詳しくはラスカ平塚館内設置のチラシをご覧ください !

平塚市宝町 1-1　0463-22-0234（代）

［ラスカ平塚ホームページ］http://www.lusca.co.jp/hiratsuka/
湘南ステーションビル　ラスカ平塚

福島ユナイテッドFC情報
第27節 11/14（土）14:00 
　vs カターレ富山 @富山[A］
第28節 11/18（水）13:00 
　vs Y．S．C．C．横浜 @とうスタ[Ｈ］



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  試合終了後　◆場所  キングベルパーク

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
Baran
クレープくれよん
ソフトタコス ベラクルス
The WILD FARM
CLOVER
スマインミー
BULL'S(DA FIORI)
まついSunち
Loco Kitchen
鳥仲商店

MOONKEBAB
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

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。
❶エコステーション
❷日本端子ブース
❸ベルガチャステーション

❹ロボット体験ブース
❺サンクトガーレンブース
❻勝利のハイタッチポップコーン

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！

「コロナ禍でのスタジアム観戦スタイル」について

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
19:16～  2020-2021 TEAMMATES入団挨拶
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
19:30～  花束贈呈
日本端子スペシャルデー
　日本端子株式会社 代表取締役社長 河野 二郎 様
   日本端子株式会社 常務取締役社長室長 河野 典子 様

19:33  キックオフ
ハーフタイム
  ゲストトーク 日本端子スペシャルデー
　日本端子株式会社 代表取締役社長 河野 二郎 様
  日本端子Presents 必勝祈願！打ち上げ花火

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 駐車場開発営業部 部長 島仲 智寛 様
花束 
　相模石油株式会社 駐車場開発営業部 部長代行 和田 卓也 様
Progression賞プレゼンター 
　相模石油株式会社 駐車場開発営業部 係長 相澤 健人 様

試合終了～21:50分の間
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

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。

⬆詳細はこちら

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

2000後期

2007

2018 2020

NEW【湘南ベルマーレ20周年記念
歴代ユニフォームピンバッジ】

サイズ：縦2.4×横2.6㎝
素材：亜鉛合金

【販売場所】16:30～ @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

※今節は試合終了30分後までの営業となります。
※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～ @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

※今節は試合終了30分後までの営業となります。
※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 各￥600

●全23種ランダム

全41種類・全選手対応（2種登録・特別指定選手を除く）
＋ レジェンド9選手 ＋ キングベル

ベルガチャ

★１回5００円★

【アクリルスタンドキーホルダー
～レジェンドver. ～】

【缶バッジ～レジェンド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㎝

ジャーン・臼井幸平・坂本紘司・高田保則・アジエル・阿部吉朗・
猪狩佑貴・島村  毅・野澤洋輔（※敬称略）

●ノーマル：アクリルスタンドキーホルダー
　サイズ：約縦5×横3㎝
●レア：アクリルスタンドキーホルダー
　サイズ：約縦5×横3㎝
●スーパーレア：BIGアクリルスタンド
　※レアと同デザイン
　サイズ：約縦10×横6㎝

レア

ノーマル

ノーマル

レア

スーパーレア

湘南ベルマーレ20周年記念！
20年を象徴するレジェンド選手が登場！
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