


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

互いに譲れぬ一戦
結果を求め、ひとつでも上に

を全然取れなかった。失点の場面も、僕がエウシーニョ
選手のところに行けていれば、クロスが体に当たるなり、
なにかできたのではないかと思う。細かいミスを少しで
も減らしていくことが大事。ベルマーレはウイングを起
点にして攻めていくチームなので、突破はもちろんパス
でも貢献しなければいけない」
　ベルマーレは今節、2位のガンバ大阪を迎える。川崎
フロンターレとの直接対決に敗れ、目の前で優勝を見届
けた彼らは、前節もサガン鳥栖と引き分け、ここ2試合
勝利がない。残り3試合、J1上位2チームに与えられる
天皇杯の出場権獲得のためにも負けられない戦いが続く。
　9月の前回対戦では、互いに球際激しく渡り合うなか、
ベルマーレが終盤1点をもぎ取り勝利した。かたや8月の
ルヴァンカップは、若手の躍動もあり、ガンバ大阪が2
－1で制している。
　「結果にこだわっていかなければいけない」畑は自身の
やるべきを語る。
　「高校生の頃から憧れ、いつか戦ってみたいと思ってい
た選手たちとリーグ戦で毎試合のようにバチバチやれて
いる環境はすごく楽しいですし、そういう選手たちに負
けていられない。試合に出ている以上、年数に関係なく、
結果を出さなければいけないと思っています」
　今季のホームゲームも今節を含めて残り2試合となっ
た。ひとつでも上にのぼるべく、ベルマーレにとっても
譲れない一戦である。

　手応えと課題が交錯する90分だった。
　17位の清水エスパルスとアウェイで対戦した前節、ベ
ルマーレは前半をスコアレスで折り返すと、後半セット
プレーを機に先制した。だがその後まもなく追いつかれ、
勝負は1－1で決着した。
　「ピンチはありましたけど、チャンスを多くつくれたし、
いい形で先制点を取ることもできました」畑大雅は前向
きな感触を口にしつつ、こうも指摘する。
　「後半はボールを持てず、押し込まれる時間帯が続き、
1点決められてしまった。そのあとしっかり守り切れた
部分はプラスに捉えられますけど、逆に言えば後半はい
つもああいう展開になり、チャンスらしいチャンスをつ
くり出せない試合が続いている。そこはチームとして改
善しなければいけないポイントだと思います」
　たしかに、サンフレッチェ広島をホームに迎えた前々
節も、前半ゲームを掌握し先制点を奪いながら、後半は
守勢に回り、同じく引き分けに終わっている。さらに言
えば、そのまえの名古屋グランパス戦も、同点で迎えた
後半リードを奪われ勝点を失った。
　チームの課題を冷静に見つめる一方、畑は自身に矢印
を向けることも忘れない。とりわけ清水戦では、攻撃力
に優れるエウシーニョとのマッチアップを通じて得られ
た気付きも多かったようだ。
　「戦ってみたい選手のひとりでしたが、上手くてボール

26 DF
畑  大雅 HATA TAIGA

今季、市立船橋高校から加入したルーキーで、爆発的なスピー
ドと豊富な運動量を武器にアグレッシブに戦う。第23節の柏戦
でJ1リーグ初のスタメン出場を果たして以降、9試合スタメン
出場中。さらにそのうちの7試合にフル出場している。試合に出
られない時期も努力を重ね、現在はゴールやアシストなど目に
見える結果も目指す。

2002年1月20生（18歳）／東京都西多摩郡出身／176cm・70kg



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 東口 順昭

 ３  DF 昌子 源

 ４  DF 藤春 廣輝

 ５  DF 三浦 弦太

 ８  MF 小野瀬 康介

 ９  FW アデミウソン

10 MF 倉田 秋

11 FW 小野 裕二

13 DF 菅沼 駿哉

14 MF 福田 湧矢

15 MF 井手口 陽介

16 GK 一森 純

17 DF 新里 亮

18 FW パトリック

19 DF キム ヨングォン

20 FW 高木 大輔

21 MF 矢島 慎也

24 DF 黒川 圭介

25 GK 石川 慧

26 MF 奥野 耕平

27 DF 髙尾 瑠

28 DF タビナス ジェファーソン

29 MF 山本 悠樹

30 FW 塚元 大

31 GK 猿田 遥己

32 MF 芝本 蓮

33 FW 宇佐美 貴史

34 FW 川﨑 修平

35 DF 山口 竜弥

36 DF 松田 陸

37 FW 白井 陽斗

38 FW 唐山 翔自

39 FW 渡邉 千真

40 DF シン ウォノ

50 GK イ ユノ

51 DF 佐藤 瑶大

ガンバ大阪

G大阪J1・第30節スターティングメンバー

ガンバ大阪との今季3度目の対戦、畑大
雅の脳裏には、ルヴァンカップで対戦し
た際の記憶が刻まれている。とりわけ印
象に残るのがマッチアップした福田湧矢
（写真）の存在だ。「自分のよさをあまり出
させてもらえなかった。また福田選手と
対峙することになれば、守備の部分で
しっかり抑え、なおかつ自分のストロン
グである攻撃で上回りたい」。前回対戦か
ら約4カ月、リーグ戦で重ねた経験を活
かし、結果に繋げるつもりだ。

ガンバ大阪 　監督  宮本 恒靖

第29節 湘南 １△１ 広島
第30節 清水 １△１ 湘南

第29節 川崎F ５●０ G大阪
第30節 G大阪 １△１ 鳥栖

ⒸJ.LEAGUE

1 東口13 菅沼

27 髙尾

18 パトリック

33 宇佐美

19 キムヨングォン

10 倉田

4 藤春

34 川﨑

21 矢島

14 福田

21 後藤

23 茨田

30 柴田38 石原（広）

18 松田

14 中川

19 舘

6 岡本

8 大野 16 齊藤

26 畑

12月5日（土）
@札幌ド
@三協Ｆ柏
@アイスタ
@ニッパツ

vs
vs
vs
vs

札　幌
　柏
清　水
横浜FC

Ｃ大阪
名古屋
川崎Ｆ
鳥　栖

14:00
14:00
14:00
16:00
12月6日（日）

@昭和電ドvs大　分 仙　台14:00
12月12日（土）

@味スタvsFC東京 広　島14:00

Ranking
※12/1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
鹿島アントラーズ
セレッソ大阪
ＦＣ東京
サンフレッチェ広島
柏レイソル
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
大分トリニータ
ヴィッセル神戸
北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖
横浜ＦＣ
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
ベガルタ仙台

勝点
75
59
56
55
55
51
48
47
47
45
37
36
35
30
28
25
24
21

点差 
＋54
＋3
＋15
＋9
＋8
＋3
＋12
＋15
＋12
－9
－8
－8
－11
－7
－22
－17
－21
－28

J1リーグ第30節  清水戦「TRACKING DATA」

第31節 他会場の試合





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

MITSUKO

Makoro

下高井戸

ヒ－ロ－S TAEKO 共に闘う☆蒼

湘南１２＠あっきーＳＴＴ
Enjoy☆Footbal l

Ymk☆Myk
ふくにゃん 38

MF 中川 寛斗
ナカガワ ヒロ ト

えりな YASUTAKA #99 MASUDASAN

fuuchin

追いかけるペン。（＾＾） 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

伊皿子倶楽部

Enjoy☆Footbal l

YASUTAKA #99 りこ hikowan 

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 松田 天馬
マツ ダ　テン マ

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

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

 ➡

31 堀田大暉 
X'masPresent2ヽ(*´▽)ノ♪ / 

アフロサンタ / がうこ / TAEKO

よしおさん@湘南×福島サポ / 

MF オリベイラ
40

DF 毛利 駿也
モウ リ  シュンヤ

44

スタジアムからの一時退場時には必ずご持参ください。 お忘れなく！
再入場の際にチケット（半券・QR)と、こちらのマッチデープログラムが必要となります。



事前抽選による当選者のみの入場となります。 （抽選申込は終了）
ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２０シリーズ開催期間中は新型コロナウイルス感染症対策に伴い、

○平塚競輪場への入場制限について

肉体で勝負する競輪の世界。 その最高峰のレースが１２月２８日 （月）
から３０日 ( 水） までの３日間、 平塚競輪場で開催されます。
選ばれし選手のみが出場できるメインレースでは、 東京オリンピック代表
を含めた９名が優勝賞金１億円をかけた熱いレースを繰り広げます。
その模様は日本テレビ、ＮＨＫ ＢＳ１で生中継されます。 また、 開催期間
中のレースは平塚競輪場ＨＰや 「ＡＢＥＭＡ」、 「ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅ｣等でも
生配信されます。
開催に先立ち１２月２２日 （火） には前夜祭を開催します。 リモートで出演

する選手とファンの皆様が一緒に参加できる企画が盛りだくさん。 前夜祭
の模様は 「ＡＢＥＭＡ」 の競輪 ・ オートレースチャンネルで生配信いたし

ＫＥＩＲＩＮグランプリ特設サイト

平塚競輪場は湘南ベルマーレを応援しています！

ます。



Free Wi-Fi

手の消毒のお願い 入場制限をしております発熱による入店のお断り

37.5℃

同じグラスでの回し飲み店内マスク着用

藤沢店は

を応援しています !!



湘南ベルマーレの公式会員有料サイト「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）

⬆詳しくはこちらから

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 大分トリニータ
明治安田生命J1リーグ 第33節

19:00kick off12/16（水）
次回ホームゲーム

★KPMGコンサルティング
　スペシャルデー
◎VRキーパー体験や
　ロボット操作体験ブース出店！
◎インフォメーションブースに
　案内ロボット登場！！
☆試合後、一年間熱くご声援を送って
　いただいたサポーターの皆さんへ、
　感謝の気持ちを伝えるべく、全選手・スタッフ
　によるホーム最終戦セレモニー開催！

2020
シーズン

ホーム最
終戦 !!



「ベル12」のご案内
公式サポーターズクラブ

レギュラー会員 3,500円 ／ ジュニア会員 1,300円（税込）

お好きな試合で使える観戦チケット招待券を2枚プレゼント！（最大7,800円相当）
1人で2試合分ご利用いただくことも、2人で一緒にご利用いただくこともできます！

観戦チケットが一般よりも安く早く購入できます！
ダイナミックプライシング（価格変動性）の影響を一切受けません。

会員限定のオリジナルグッズがもらえます！

ベル12のここがお得じゃ！
お得1

お得2

お得3

スタジアムで観戦する
なら

入会がお得！
1回でも

お申込み方法

※チケットの販売スケジュールは公式サイトの案内をご確認ください。

ベル12 シーズンチケット

Webからのお申込みが

断然お得！
手数料なし＆会員情報が即時登録されるため、
入会直後に会員ID発行・チケット割引購入可！

ベル12 / シーズンチケットWeb申込みはコチラから！ ➡ベル12 / シーズンチケットWeb申込みはコチラから！ ➡

詳しい価格・特典内容はコチラから！ ➡詳しい価格・特典内容はコチラから！ ➡

詳しい特典内容はコチラから！ ➡詳しい特典内容はコチラから！ ➡

シーズンチケットのご案内

シーズンチケットならこんな心配が不要じゃ！

※リセール・譲渡サービスの詳細につきましては公式サイトをご確認ください。 ※収容制限（50％）試合ではご利用いただけません。

J1リーグ戦ホーム
19試合

YBCルヴァンカップ
グループステージホーム3試合 22試合

※天皇杯・プレーオフ・プレマッチ等は対象外です。 ※大会方式によって試合数が変更になる場合がございます。

＋ ＝

シーズンチケットなら！シーズンチケットなら！

試合毎の購入だと
チケット価格が上がる
かもしれない…

シーズンチケットを
購入しても
毎試合行けないかも…

2021シーズンは収容制限（50％）試合もご利用いただけます

対象試合

心配1 心配2 心配3

ダイナミックプライシング
（価格変動制）による影響を受けず、
チケットを確保できます！

シーズンチケットなら！

毎試合
購入するのが大変…

ホーム全試合のチケットを
まとめて確保できます！
毎試合購入する手間なし！

リセール・譲渡サービスで
行けない試合のチケットを
有効活用！

シーズンチケットなら、年間22試合分のチケットを、毎試合購入するより最大約40％も安くチケットを
ご購入いただけます！ また、行けない試合のチケットはリセール・譲渡サービスで無駄なく活用！



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

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！

FIVE STARS
レストランなんどき牧場
丼もの屋
薪窯焼きpizza uncle ken
オカリナキッチン
Shallow Bee
いちばん
COCONUT TREE
NAOCAFE
PUEN THAIFOOD湘南
鳥仲商店

ケバブ ペルシア MAS
ワンズケータリング

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オンサイトカードブース
❸ベルガチャステーション
❹FAMILIAブース
❺赤十字献血バスブース

❻ベルマーレカレー＆ごはんブース
❼「湘南オリーブ」販売ブース
❽神奈川県畜産会養鶏部GoToチャリティーブース
❾DJI ドローンブース
10フットダーツブース

11ベルマーレセゾン＆エンゲートブース
12勝利のハイタッチポップコーン
13サンクトガーレンブース
14クレベリンブース
15PENALTY　GET3ブース

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

「コロナ禍でのスタジアム観戦スタイル」について

13:00  入場
13:10～  相模石油エキシビションマッチ
　平塚市ドリームパスポート企画

13:50～  湘南ベルマーレサッカースクール生
卒業記念動画放映

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
14:05～  向上高校チアダンス部 パフォーマンス
14:20～14:45  選手ウォーミングアップ
14:46～  産業能率大学スペシャルデー ゲストトーク
　産業能率大学 学長補佐 小柴 達美 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
15:00～  花束贈呈
産業能率大学スペシャルデー
SANNOクイーン 
　井上 菜々華 様、 佐久間 新奈 様、 波多野 由奈 様
15:03  キックオフ

ハーフタイム
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  
　環境健康事業部 執行役員部長 鬼塚 明弘 様
花束  後藤 博美 様
Progression賞プレゼンター  山本 翔太 様
17:10～17:40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
17:35頃　ゴミ拾いマスター表彰式
＠キングベルパーク 特設ブース付近

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
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福島ユナイテッドFC情報
第32節 12/9（水）17:00 
　vs 藤枝ＭＹＦＣ @藤枝サ[A］
第33節 12/13（日）13:00 
　vs ガイナーレ鳥取 @とうスタ[Ｈ］詳細は　

こちら➡
詳細は　
こちら➡

【エンゲート
ベルマーレ
アカウント】

【湘南ベルマーレ
カードセゾン
詳細】

Shonan BMW スタジアム平塚のネーミングライツ決定
～2021年より「レモンガススタジアム平塚」に～
平塚市より湘南ベルマーレのホームスタジアムであ
る「Shonan BMW スタジアム平塚（平塚競技場）」の
2021年2月からのネーミングライツスポンサーの
決定が発表されましたのでお知らせいたします。
◇愛　称  「レモンガススタジアム平塚」
　※読み方　：レモンガススタジアムひらつか
　※英語標記：Lemon Gas Stadium Hiratsuka
◇略　称  レモンS
◇スポンサーの概要  レモンガス株式会社
　本店所在地：平塚市高根1番地
事業内容：LPガス・都市ガスならびに同器具の販
売、デザインウォーター アクアクララの販売、電力
小売販売
◇期　間  2021年2月～2026年1月（5年間）
◇変更日  2021年2月1日

「湘南ベルマーレカードセゾン×
エンゲートブース」出店のお知らせ！！

本日「湘南ベルマーレカードセゾン×エンゲート
ブース」出店中！ブースでは先着1,000名様にベル
マーレカラーのお花をプレゼント！さらには最大
1,300円のフードパークチケットをGETできる
チャンス！ぜひブースにお立ち寄りください！
◇実施時間  12:00～ 15:00まで
◇実施場所  キングベルパーク「湘南ベルマーレカー
ドセゾン×エンゲートブース」
◇ブース内容
●ベルマーレカラーのお花配布（先着1,000名様）
●ギフティングサービス「エンゲート」入会案内
●湘南ベルマーレカードセゾン入会案内
◇キャンペーン内容
●エンゲート新規会員登録&湘南ベルマーレフォ
ローでフードパークチケット300円＆エンゲー
トポイント200円分プレゼント
●ベルマーレカードセゾン新規お申し込みでフー
ドパークチケット1,000円プレゼント

◇ベルマーレカラーのお花配布について
　先着1,000名様に配布させていただきます。
　どなたでもお受け取りいただけます。

シャレン！「湘南オリーブ」本日販売
ブース出店のお知らせ！！
リーグが推進する社会連携活動「シャレン！」の一環とし
て、湘南ベルマーレが取組んでいる、シャレン「湘南オ
リーブ」の活動で収穫・製造した「新漬オリーブ」の販売
を行います。今回販売する「新漬オリーブ」はアカデ
ミーコーチが10月下旬に収穫したものになります。
【シャレン「湘南オリーブ」販売ブース】
◇販売時間  12:00～試合終了30分後まで
◇販売場所  キングベルパーク
◇販売商品  湘南オリーブ「新漬オリーブ」 他
　アカデミーコーチが収穫したオリーブ（ミッショ
ン）を塩水に漬けた新漬です。さっぱりしたおいしさ
は、ビールやワイン等のおつまみとして、また、刻ん
でサラダに混ぜるといい風味になります。

「2019-2020LTOゴミ拾いマスター
記念品贈呈・表彰式」についてのお知らせ！！
日頃よりLEADS TO THE OCEAN（通称：LTO）の
ゴミ拾い活動にご参加いただいている皆様、ご協力
誠にありがとうございます。
12月6日（日） ガンバ大阪戦において、「ゴミ拾いマ
スター表彰式」を実施いたします。ゴミ拾いマスター
となられた方々には、表彰式にてマスターカードと
記念品を進呈いたします。『LTOスタンプカード』を
忘れずにご持参ください！
◇日　時  12月6日（日）17:35頃
◇場　所  場外キングベルパークLTOブース付近
◇イベント対象者
2019-20シーズンLTOゴミ拾い活動にて
①「11個以上スタンプを集めた方」又は
②「12月6日（日） ガンバ大阪戦当日のLTOゴミ拾
いでスタンプが11個になる方」
※今シーズンホーム最終節の12月16日（水）大分戦
で11個目が貯まる方は、大分戦LTO受付時、スタン
プ押印のタイミングで記念品をお渡しいたします。

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら

令和２年度スポーツ庁補助事業



視点をつくる、提言する

グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

NEW

先行予約受付開始！

【2020イヤーDVD】
価格 ￥4,400

【2020イヤーBlu-ray】
価格 ￥5,500

【販売場所】11:30～ @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】11:30～ @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。

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

ベルガチャ

★１回 5００円★

【缶バッジ
 ～クリスマスver. ～】

ノーマル
ノーマル
レジェンド

ノーマル
レア

レアレジェンド

●ノーマル：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦6×横5㎝
●レア：アクリルキーホルダー
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●スーパーレア：
　BIGアクリルキーホルダー
　※レアと同デザイン
　サイズ：約縦11×横6㎝

【アクリルキーホルダー
～クリスマス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㎝

レアレア


	19p01
	19p02
	19p03
	vsG大阪スタッツ
	19p04
	GP2020AD
	HUB2020AD
	19p05
	2021Bell12
	19p06
	19p07
	19p08

