


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

今季を占う大切な一戦
日々の積み重ねをピッチに

のなかでもワーストと言えるぐらいのシーズンでした。
モチベーションが上がらない時期もありましたし、うま
くいかない時期が続いた」。
　30代もなかばにさしかかり、引退が頭をよぎることも
あれば、セカンドキャリアを考えることもあったという。
それでも、「めちゃくちゃ折れていました」と朗らかに振
り返ることができるのは、苦難を乗り越えた証であり、
なによりこれまで幾度も這い上がり、そのたびに新たな
ステージへと踏み出してきた男の真骨頂に違いない。
　「このままじゃ終われないという気持ちが強くなった」
心の道のりをひもとく。
　「繰り返し自問自答し、日々内省しているうちに、『俺
はこのまま終わっちゃっていいのか？』『いや違う、そん
なこと考えてる場合じゃねえぞ』という想いが強く来て、
チャレンジする以外道は開けないんじゃないか、もう一
度自分らしくチャレンジしてピッチで躍動し、サッカー
を楽しみたいなって、そういう想いになれたんです」
　額に滴る汗が、挑み続けるその姿勢とトレーニングの
充実を伝えている。
　「いつ芽が出るかも分からないし、チャレンジしきれた
のか、つねに自分に問いただしていきたい。心と身体と
思考と技術が全部リンクしたときにいいプレーができる
と僕は思うので、日々積みかさねていく、それに尽きる。
自分に期待して、一歩一歩がんばっていきたいです」
　逆境と向き合い、乗り越えた者の言葉は深く、強い。

　2018年の記憶は得難い。「ルヴァンカップがあった
からチームとして成熟していった」梅崎司は振り返る。
　「1試合ずつ進んでいく過程のなかで、間違いなく成長
し、ひとつふたつとステップアップしていけた感覚がす
ごくありました。プライムステージに入ってからも、勝
つか敗退かという瀬戸際の戦いをみんなで戦い抜いて、
絆がどんどん深くなっていった。すごく楽しかったです」
　そうして彼らは初めて賜杯を掲げ、そのたしかな手応
えと結束はリーグ戦にも繋がった。梅崎もまたチームと
シンクロするように大会を通じてコンディションを高め、
存在感を増していくのだった。
　今季もルヴァンカップが幕を開ける。初戦に迎えるの
は浦和レッズだ。言うまでもなく梅崎が10年間を過ごし
た古巣であり、またベルマーレにとっては、ルヴァンカッ
プでの初対戦となる。
　「ほんとうに大事な一戦」自身の経験を踏まえ、梅崎は
今節の意味に言及する。
　「これから長いシーズンが待っているなかで、チームと
してどう戦っていくのかを含めて、自分たちの礎を表現し、
チャレンジする試合。いい戦いをしたいですね」
　ベルマーレはしかし、初優勝したくだんのシーズン以
降グループステージを勝ち抜けていない。梅崎自身、相
次ぐ負傷に見舞われ、ことに昨季は左膝にメスを入れる
など長期離脱を余儀なくされた。曰く、「自分のプロ生活

7 MF
梅崎  司 UMESAKI TSUKASA

2018年に浦和から移籍加入し今季湘南4年目。多くの経験を自
身の力にし、存在感を放っている。昨季J1で300試合出場を達成
するもシーズンを通してケガに悩まされピッチに立つ機会は少
なかった。その分、今季に懸ける想いは強い。キャプテンに任命
され、情熱溢れるプレーと懸命な姿でチームを引っ張っていく。

1987年2月23日生（34歳）／長崎県諫早市出身／169cm・67kg



Match  information

湘南ベルマーレ

今節迎える浦和は昨季4バックにシステ
ムを変更するなど新たなスタイルの導入
を試みたものの戦いは安定せず、10位に
終わった。今季は、就任4年目にして徳島
ヴォルティスをJ2優勝、J1昇格へと導
いたリカルド・ロドリゲス監督（写真）を
招聘し、メンバーも新たに立て直しを図
る。「監督が代わったのは大きな変化。選
手も大きく入れ替わり、新生レッズとい
う印象」と梅崎。互いにリーグ戦から中2
日、メンバーともに注目したい。

浦和レッズ 　監督 リカルド ロドリゲス
 １  GK 西川 周作

 ３  MF 宇賀神 友弥

 ４  DF 岩波 拓也

 ５  DF 槙野 智章

 ６  DF 山中 亮輔

 ８  DF 西 大伍

 ９  FW 武藤 雄樹

10 MF 柏木 陽介

11 MF 田中 達也

12 GK 鈴木 彩艶

13 MF 伊藤 涼太郎

14 FW 杉本 健勇

15 MF 明本 考浩

17 MF 伊藤 敦樹

18 MF 小泉 佳穂

19 MF 金子 大毅

20 DF トーマス デン

21 MF 大久保 智明

22 MF 阿部 勇樹

24 MF 汰木 康也

25 GK 塩田 仁史

29 MF 柴戸 海

30 FW 興梠 慎三

34 DF 藤原 優大

36 DF 福島 竜弥

37 MF 武田 英寿

41 MF 関根 貴大

浦和レッズ

グループステージ第1節 他会場の試合

Ｊリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン
改定に伴う試合開催方針について
試合開催時の来場人数等の方針を下記のとおり決定しましたので
お知らせいたします。
政府による緊急事態宣言の概要（令和3年2月2日時点）
対 象 区 域 ：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、

京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
対 象 期 間 ：3月7日（日）まで
来場者上限 ：5,000人、かつ、50％以下
開 催 時 刻 ：20時までの営業時間短縮への働きかけ
酒類の提供 ：11時から19時まで

詳細はこちら➡

ⒸJ.LEAGUE

（赤/白/黒）
昨年のリーグ順位
J1リーグ：10位

（黄緑/黄緑/黄緑）
昨年のリーグ順位
J1リーグ：18位

今年は、ACLに出場する4チーム（川崎F、G大阪、
名古屋、C大阪）を除くＪ１の16チームを4グ
ループに分け、各グループで2回戦総当たり
（ホーム＆アウェイ方式）のリーグ戦を行う。各グ
ループ上位2チームの8チームがプレーオフス
テージに進出する。

2021Ｊリーグ 
YBC ルヴァンカップが開幕！

Aグループ
　3月3日（水）

@ベススタ
@カシマ

vs
vs

福　岡
鹿　島

札　幌
鳥　栖

18:00
19:00

第3節 4月21日(水)
@三協Ｆ柏
@ニッパツ

vs
vs

　柏
横浜FC

湘　南
浦　和

19:00
19:00

第2節 3月27日(土)
@埼玉
@レモンＳ

vs
vs

浦　和
湘　南

　柏
横浜FC

15:00
15:00

第4節 4月28日(水)
@ニッパツ
@埼玉

vs
vs

横浜FC
浦　和

　柏
湘　南

19:00
19:30

第5節 5月5日(水・祝)
@ニッパツ  
@三協Ｆ柏

vs
vs

横浜FC
　柏

湘　南
浦　和

14:00
16:00

第6節 5月19日(水)
@埼玉
@レモンＳ

vs
vs

浦　和
湘　南

横浜FC
　柏

19:00
19:00

Cグループ
　3月3日（水）

@三協Ｆ柏vs　柏 横浜FC18:00

　3月3日（水）
@味スタvsFC東京 徳　島18:00

Ｂグループ
　3月2日（火）

@昭和電ドvs大　分 神　戸19:00

Dグループ
　3月3日（水）

@ニッパツ
@Ｅスタ

vs
vs

横浜FM
広　島

仙　台
清　水

18:00
19:00

グループステージＣグループ 対戦表

大会概要など
詳しい情報はこちら➡



MF 古林 将太 MF 梅崎  司
ウメサキ　 ツカサ

DF 大野 和成
オオ ノ    カズナリ

MF 茨田 陽生
バラ ダ   アキミイシハラ  ナオ キ

FW 大橋 祐紀
オオハシ  ユウ キ

MF 平松  昇
ヒラマツ　ショウ

MF 中村  駿
ナカムラ　シュン

DF 畑  大雅
ハタ     タイガ

FW ウェリントン

GK 堀田 大暉
ホッタ    ダイ キ

DF 大岩 一貴
オオイワ  カズ キ

MF 名古 新太郎
ナ  ゴ   シン タ ロウ

コバヤシ  ショウタ

GK 富居 大樹
トミ イ   ダイ キ イケ ダ　マサ キ

FW 池田 昌生

MF 柴田 壮介
シバ タ   ソウスケ

30

262522 232120

17 18

19

1614

7 8

9

27

5

ヤマ  ダ   ナオ キ
MF 山田 直輝

10

MF 三幸 秀稔
ミ ユキ  ヒデトシ

29
MF 平岡 大陽

ヒラオカ  タイヨウ
28

伊皿子倶楽部 かいと

れんママ

あやね

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

まーさん
追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

玉岡信

TAEKO

ＴＡＥＫＯ 千葉良子

追いかけるペン。（＾＾）

わたる Enjoy☆Football

千葉良子

13

DF 岡本 拓也
オカモト  タク ヤ

FW 石原 直樹
11

FW タリク

6

GK 立川 小太郎
タチカワ  コ  タ  ロウ

31
MF 田中  聡

タ ナカ   サトシ
33

DF 毛利 駿也
モウ リ  シュンヤ

FW 町野 修斗
マチ ノ   シュウト

32

DF 石原 広教
イシハラ  ヒロカズ タチ    コウ キ

DF 舘  幸希
1 3 4

GK 谷  晃生
タニ    コウセイ

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利（ご本人様のみ）。 
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」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50名様
•湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」ペアご招待券・・・・2名様
•株式会社ハブ「HUB藤沢店 飲食券2,000円分」・・・20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

2021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

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！

引換はこちらへ

 ➡

FW ウェリントン ジュニオール
39

MF オリベイラ
40

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。



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）

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

2021 湘南ベルマーレ 
ゲームボランティア絶賛募集中!!
◇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

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！
※緊急事態宣言延長に伴い、政府が定めるイベントの開催制限に
従って営業時間短縮を働きかけられているため実施なし。

フードパーク情報！！
今シーズンは全試合にて「売り子ール」を用いてオンラインオーダーを承
ります。試合前日16:00までにオーダー・決済をしたら、当日は指定した
時間に店舗に立ち寄り、商品を受け取るだけ。効率よくスタジアムでの時
間を過ごしていただくことも可能になります。ぜひご活用いただき、安心・
安全 そして便利にフードパークをお楽しみください。詳細は公式サイトへ
★耳より情報満載！湘南ベルマーレ公式フードパークtwitter★
　@bellmare_food

ブラジリアンフーズ ビーバス

レストランなんどき牧場

つじ道ラーメン

ソフトタコス ベラクルス

鳥仲商店

Shallow Bee

CLOVER

GUARDFOODTRUCK

Loco Kitchen

レストランしょうりん亭まついＳｕｎち

ワンズケータリング

manma

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⬇7ゲート側での出店⬇

⑪

⑫

☆フードパーク

レモンガス
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

❶エコステーション

❷ベルガチャステーション

❸湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

❹ホテルサンライフガーデンブース

❺勝利のハイタッチポップコーン

❻サンクトガーレンブース

【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

16:00  先行入場（ベル12シーズンチケットコースの方）
その後 一般入場

16:10～  相模石油エキシビションマッチ
　松が丘フレンドキッカーズvs崇善フットボールクラブ

16:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
17:20～17:45  選手ウォーミングアップ
17:49頃  選手紹介
17:55頃  プレゲーム映像放映
17:58～  選手入場
18:03  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 /
OneBellmare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  
　相模石油株式会社 　
　F．ドリーム平塚 鈴木 たくみ 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 　
　F．ドリーム平塚 サブマネージャー 北村 佑介 様

安全・安心な試合開催の為に～新型コロナ感染症対策～
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を継続して努めて参ります。
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



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

2021シーズン「ダイナミックプライシング」について

福島ユナイテッドFC情報
第1節 3/14（日）13:00 
　vs 藤枝MYFC @とうスタ[Ｈ］
第2節 3/20（土･祝）13:00 
　vs Y.S.C.C.横浜 @とうスタ[Ｈ］詳細はこちら➡

詳細はこちら➡

詳細はこちら➡

2021シーズンもホームゲーム全試合において、ダ
イナミックプライシング（価格変動制）によるチケッ
ト販売を実施いたします。
◇ダイナミックプライシングとは？
試合日程、席種、市況、天候、個人の嗜好などに関する
ビッグデータ分析を元に試合ごとの需要予測を行な
い、需要に応じたチケット価格の変更を自動的に行
なうことで、購入者の皆さまのニーズに応じた“適正
価格”で販売を行なう仕組みです。ダイナミックプラ
イシングによる販売では、ご購入いただくタイミン
グにより、価格が変動する可能性があります。ご購入
いただく際は、最新価格をご確認の上、お買い求めく
ださい。なお、価格設定は、過去や販売期間中の販売
実績を基にダイナミックプラス株式会社の独自の価
格算出技術を活用し、行なわれます。
◇対象試合  2021シーズン湘南ベルマーレホーム
ゲーム 22試合（予定）
※上記以外にルヴァンカップにおいて、プレーオ
フステージ・プライムステージ進出時のホーム
開催試合も対象となる場合があります。

◇販売対象
●一般販売開始後に販売するチケット（ファンク
ラブ/一般共に）
〈ベルチケ（Jリーグチケット）〉

◇対象外チケット
●会員先行販売チケット
●小中高 /車いすエリアチケット
●ホームタウンデーチケット
●団体申込チケット/その他企画チケット等
※対象となるチケット、サービス
　内容は試合により変更となる
　場合がございます。

2021シーズン オフィシャルクラブパートナーによる
「スペシャルデー」開催日程決定！
今シーズンもホームゲームにて、オフィシャルクラ
ブパートナーの皆様による冠試合が「スペシャル
デー」として開催されます。
今回新たに、4月7日（水）J1リーグ第8節 名古屋グ
ランパス戦にて、オフィシャルクラブパートナーの
株式会社フリーデン様と濱田精麦株式会社様の初の
コラボスペシャルデー「フリーデン×濱田精麦 カ
レーごはんスペシャルデー」が決定！
開催内容、詳細につきましては
決まり次第ご案内いたします
のでお楽しみに！

vs ベガルタ仙台
明治安田生命J1リーグ 第4節

15:00kick off3/13（土）
次回ホームゲーム

2020イヤーBlu-ray/DVD 「NONSTOP FOOTBALL
の真実 第7章－2020息吹－」発売中！
今作も試合映像はもちろん、おなじみのロッカー映像
等を盛り込み、また監督、選手のインタビューを通し
2020シーズンの戦いを振り返ります。本編に加え、
2020シーズンのJ1リーグ＆ルヴァンカップの全
ゴール集、さらには湘南ベルマーレ20周年を記念し
て「記憶に残る名シーン」を特別収録。見応え抜群の作
品となっています。ぜひこの機会にご覧ください！
◇収録時間
120分（本編、2020明治安田生命J1リーグ・
2020JリーグYBCルヴァンカップ ゴール集、20
周年記念 記憶に残る名シーン）

◇価　格
DVD：4,400円（税込）/Blu-ray：5,500円（税込）
※本商品は会員割引対象外商品です。

◇販売場所
●湘南ベルマーレ 公式オンラインショップ/10:00より
●梅屋ユーユー本館1Fベルマーレコーナー
●スーパースポーツゼビオららぽーと湘南平塚店
●B&D大船店
●B&D本厚木店

湘南モノレール「片瀬山駅」の駅名板が
湘南ベルマーレ仕様に変更のお知らせ！

⬆詳細はこちら

オフィシャルクラブパートナーの湘南モノレール様
より、開幕記念と2021シーズンの湘南ベルマーレ
の躍進を祈念いただき、「片瀬山駅」の駅名板を
2021年3月1日（月）より湘南ベルマーレ仕様に変
更することが発表されました。
「片瀬山駅」は「かたせ＝勝たせ」と読むこともできる
ことから、サッカーの勝利（勝ち点3）を得るという意
味合いも込めて「GET3山」と表記されます。
【駅名板について】
◇掲出期間
　2021年3月1日（月）～シーズン終了まで（予定）



グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

NEW
【2021 
1stユニフォーム
（長袖）】

価格 ￥16,500

【スタジアム販売場所】 15:00～ 
 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店

※今節はキックオフ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。

【スタジアム販売場所】 15:00～ 
 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店

※今節はキックオフ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33種類（2種登録・特別指定選手を除く）
全選手 ＋ キングベル（七夕ver.除く）

ベルガチャ

★１回 5００円★

【缶バッジ
 ～サラリーマンver. ～】

ノーマル

●ノーマル
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●レア
　サイズ：約縦6×横3.5㎝
●スーパーレア：
　サイズ：約縦11×横6.5㎝

●ノーマル： サイズ：直径約5.5㎝
●レア： サイズ：直径約5.5㎝
●スーパーレア：
　サイズ：直径約10㎝

ノーマル

レア

【アクリルスタンドキーホルダー
～サラリーマンver. ～】

レア

サイズ：S/M/L/O/
XO/2XO/3XO

素材：ポリエステル

※ベル12会員割引対象外
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