


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

一体感と気持ちでまさり
ホーム初勝利を

欲にも辿れるようだ。
　「相手とのバランスを見ながらですが、サイドバックを
やっていたときもあったし、湘南に来て自分自身また新
たに取り組んでいるところでもある。たとえボールが来
なくてもうまくおとりになれればいいし、得点に関われ
るようにしたい」
　ホームでの勝利を期する今節はベガルタ仙台を迎える。
昨季17位に終わった彼らは、8年ぶりに復帰した手倉森
誠監督の指揮のもとで巻き返しを目論む。今季は白星ス
タートとはいかなかったものの、新たな仲間も得て、タ
フなシーズンを乗り切るための陣容を整えている。かつ
て仙台に4年間在籍した大岩も、「もう一度みんなで這い
上がろうと、去年以上に一体感があると聞いています」
と語るところだ。
　リーグ戦とルヴァンカップをあわせて、ベルマーレは
仙台に通算14勝10分24敗と負け越している。昨季も1
分1敗と勝利がない。
　「まずはしっかり戦うことが大事」古巣との一戦に向け、
大岩は言う。
　「相手も気持ちを入れてくると思うので、自分たちが
しっかり気持ちでまさって戦わなければいけない。その
うえで落ち着いて、質を高めてプレーできればと思います」
　今季のスローガンを思えばこそ、一体感で負けるわけ
にはいかないだろう。勝負の責任を果たし、今季ホーム
初勝利を届けたい。

　白星発進はならなかった。ホームにサガン鳥栖を迎え
た開幕戦、ベルマーレは幾度かチャンスをつくりながら
も決め切れず、逆にゲーム終盤失点し、0－1で敗れた。
続くアウェイ柏レイソル戦も、先制されながら前半のう
ちに追いついたものの、後半決勝点を奪われた。
　「DFとして失点はすごく反省点」両試合に右センター
バックでフル出場した大岩一貴は振り返る。
　「チームとしても個人としても、まだまだ改善できると
ころ、やらなければならないことは多い。一つひとつの質、
たとえば細かいミスとか細かいポジショニングとか、そ
ういうところから変えていけるはず。もっとやれると思
います」
　自身に厳しく矢印を向ける一方で、攻守におけるその
献身は目を引く。くだんの鳥栖戦では機を捉えて駆け上
がり、決定機を演出すれば、ゴール前に走り込む相手選
手をタイトに封じてピンチを防ぎもした。
　中2日で行なわれた浦和レッズとのルヴァンカップ初
戦も然りだ。互いにスコアレスの展開のなかで後半途中
出場すると、守備に目を配りつつオーバーラップを繰り
返し、試合終了間際まで得点機を求めた。
　ボールを奪うや駆け上がり、自らゴールを仕留めた昨
季のホーム・ヴィッセル神戸戦が記憶に新しい。くだん
のシーンに象徴される最終ラインからの的確な攻撃参加
は、これまでに培った経験に加え、大岩自身の内なる意

22 DF
大岩 一貴 OIWA KAZUKI

名古屋市出身で中京大付属中京高から中央大へ。2012年にジェ
フユナイテッド千葉でプロとなり、2016年から2019年までベガル
タ仙台でプレー。昨シーズン、ベルマーレに完全移籍で加入し今
季2年目。守備力の高さはもちろんのこと、機を見てアグレッシブ
に攻撃にも参加。積み重ねてきた経験をチームに還元している。

1989年8月17日生（31歳）／愛知県名古屋市出身／182cm・78kg



Match  information

湘南ベルマーレ ベガルタ仙台

湘 南 仙 台J1・第3節スターティングメンバー

降格圏からの脱却を期する仙台は、かつ
てチームをJ1昇格に導いた指揮官をふ
たたび迎え、マルティノスや上原力也、秋
山陽介など即戦力も獲得した。粒ぞろい
のメンバーのなか、とくに注意したいの
が西村拓真（写真）だ。2018年には、ベ
ルマーレはルヴァンカップを含めて計4
得点を決められている。仙台でともにプ
レーした大岩も「ゴールにどん欲な選手。
いいリズムで気持ちよくプレーさせない
ことが大事だと思います」と警戒する。

ベガルタ仙台 　監督  手倉森 誠

直近の試合結果 直近の試合結果
（白/白/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

第２節  柏  ２●１ 湘南
第３節 鹿島 ３●１ 湘南

第２節 仙台 １●５ 川崎F
第３節 鳥栖 ５●０ 仙台

 １  GK 小畑 裕馬

 ２  MF 秋山 陽介

 ４  DF 蜂須賀 孝治

 ５  DF アピアタウィア 久

 ６  MF 上原 力也

 ７  MF 関口 訓充

 ８  MF 松下 佳貴

 ９  MF イサック クエンカ

11 FW 赤﨑 秀平

13 DF 平岡 康裕

14 MF 石原 崇兆

15 FW 西村 拓真

16 DF 吉野 恭平

17 MF 富田 晋伍

18 MF 中原 彰吾

19 FW 皆川 佑介

20 FW マルティノス

21 GK 井岡 海都

23 DF シマオ マテ

24 DF 長倉 颯

25 DF 真瀬 拓海

26 MF 加藤 千尋

27 GK ヤクブ スウォビィク

28 MF 佐々木 匠

30 MF 田中 渉

31 DF 照山 颯人

32 MF 氣田 亮真

ⒸJ.LEAGUE

ヤクブ 
スウォビィク１ 谷

18 平松

30 柴田

17 大橋

33 町野

8 大野

4 舘

27 池田

16 山本
10 山田

5 古林

27

25 真瀬

13 平岡

11 赤崎

4 蜂須賀

23 シマオ マテ

6 上原

20 マルティノス

8 松下

16 吉野

32 氣田

3月13日（土）
@札幌ド
@ニッパツ
@鳴門大塚
@カシマ
@等々力
@ノエスタ

vs
vs
vs
vs
vs
vs

札　幌
横浜FC
徳　島
鹿　島
川崎Ｆ
神　戸

Ｇ大阪
Ｃ大阪
福　岡
広　島
　柏
名古屋

14:00
14:00
14:00
16:00
17:00
18:00
3月14日（日）

@日産ス
@アイスタ
@昭和電ド

vs
vs
vs

横浜FM
清　水
大　分

浦　和
鳥　栖
FC東京

13:00
14:00
15:00

J1リーグ第3節 鹿島戦「TRACKING DATA」

Ranking
※3/10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
19
20

　　  チ ー ム
川崎フロンターレ
サガン鳥栖
名古屋グランパス
ヴィッセル神戸
セレッソ大阪
サンフレッチェ広島
清水エスパルス
大分トリニータ
ＦＣ東京
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
北海道コンサドーレ札幌
鹿島アントラーズ
柏レイソル
徳島ヴォルティス
アビスパ福岡
ベガルタ仙台
ガンバ大阪
湘南ベルマーレ
横浜ＦＣ

勝点
12
9
9
7
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0
0
0

点差 
＋9
＋8
＋3
＋2
＋1
＋1
＋1
＋1
＋0
＋0
＋0
＋2
＋0
－2
－2
－3
－9
－1
－4
－7

第4節 他会場の試合



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

小山達也

ゆかり

ニンニン

ka_kun

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

追いかけるペン。（＾＾）
TAEKO

Do your best!

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

Ymk☆Myk

knh.tomo

momoka 追いかけるペン。（＾＾）

TAEKO

Enjoy☆Football

knh.tomo

伊皿子倶楽部

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。



「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！

ぴぃちゃんち
PUEN THAIFOOD湘南
TheWILDFARM
いちばん
クレープ くれよん
Baran
YaadFood
つじ道ラーメン
ROCKET CHICKEN
Kitchen Kanaloa
NAOCAFE

ワンズケータリング
サンメッセしんわ

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

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

【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ベルガチャステーション
❸キングベル×ベガッ太
　コラボグッズ販売ブース

❹地震体験車＆キッズ消防体験
❺湘南ベルマーレフットサルクラブ
　クラウドファンディングブース
❻hey!hey!ブース

❼フットダーツ＆キッズスライダーブース
❽湘南ベルマーレプロデュース
　お弁当販売ブース
❾サンライフガーデンブース

10勝利のベルマーレポップコーン
11サンクトガーレンブース
12ベルマーレクラブボランティアブース
13福島ユナイテッドFC農業部

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

13:00  先行入場（シーズンチケット会員の方）
その後 一般入場

13:10～  相模石油エキシビションマッチ
　岡崎サッカークラブvs鵠沼サッカークラブ
13:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
14:20～14:45  選手ウォーミングアップ
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
15:03  キックオフ
ハーフタイム
ダンスパフォーマンス「Good Time Company」

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 　
　レンタカー事業部 部長 國金 秀数 様
花束  田澤 美穂 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 　
　レンタカー事業部 次長 奥津 孝行 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

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

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➡

ドイツ・ブンデスリーガ1部のVfBシュトゥットガル
トに所属する遠藤航選手が、オフィシャルクラブ
パートナーとなりクラブをご支援いただくこととな
りましたのでお知らせいたします。
2021シーズンの公式戦において、選手・スタッフが
着用する公式戦トレーニングウエアの胸に遠藤航選
手の名前の入ったロゴが掲出されます。
クラブ一同、今回の温かいご支援に感謝し、お知らせ
いたします。
◇価　格  10,000円（税込）※会員割引対象外
◇サイズ  M／ L／O／XO／2XO
◇素　材  ポリエステル
≪先行販売≫ 3月27日（土）横浜FC戦
　スタジアム場外グッズ売店のみ
◇選手着用モデル公式戦用
　プラクティスシャツ：
　限定100枚

vs セレッソ大阪
明治安田生命J1リーグ 第6節

15:00kick off3/21（日）
次回ホームゲームサッカースクール2021年度 新規スクール生募集！

（一次募集は3月15日締め切り）

遠藤航選手 オフィシャルクラブパートナー
としてご支援決定のお知らせ！

2021年4月からはじまる2021年度サッカース
クールの新規会員を募集いたします。
3月31日までに専用Webフォームからお申込みい
ただき、4月より受講開始が決定した方に限り、早期
入会キャンペーンとして【入会金無料・ベルマーレ
フェイスタオルプレゼント】の特典をご用意いたし
ました。サッカーが大好きな経験者はもちろん、初心
者も大歓迎です！経験豊富なコーチと一緒にベル
マーレでサッカーを始めてみませんか。たくさんの
ご応募お待ちしております。
◇早期入会特典
通常7,150円の入会金が無料+ベルマーレフェイ
スタオルプレゼント！
◇募集受付期間
2021年3月3日（水）～ 3月31日（水）までに専用
Webフォームよりお申込みください。
受付期間中に申し込み、2021年4月より受講開始
が決定した方に限ります。
※3月15日（月）を一次募集締め切り、3月16日（火）
～ 31日（水）は空きのあるクラスのみ引き続き募
集を行います。

◇対　象  2021年度年少から
小学校6年生の男女

詳細はこちら➡

【シーズンチケット&ベル12】
2021来場ポイントプログラムについて
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！たくさんスタ
ジアムへ来場して、豪華グッズを手に入れましょう！
◇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

◇対象試合
2021明治安田生命J1リーグ戦＋YBCルヴァン
カップグループステージホーム&アウェイ
※天皇杯は対象外となります。
※YBCルヴァンカッププライム
　ステージ以降進出の場合、別途
　ご案内します。

◇賞品交換は、4月17日（土）神戸戦
　から開始します。

リーグ開幕3連戦限定！
来場者全員プレゼント企画実施のお知らせ！
湘南ベルマーレでは開幕ホーム3試合連続で来場者全
員プレゼント企画実施します。コロナ禍で活躍する
グッズを各試合で配布しますのでぜひ3試合ご来場い
ただき、GETしてください！
第3戦となる3月21日(日)C大阪戦は、持ち運びに最
適！「ペンタイプ除菌スプレー」をスタジアムご来場者
全員（5ゲートを除く）プレゼントします！ぜひスタジ
アムにご来場いただき、共に戦いましょう！

⬆詳細はこちら



グッズ情報グッズ情報

チャリティーコラボグッズ情報チャリティーコラボグッズ情報

※全て税込価格

※全て税込価格

【スタジアム販売場所】 12:00～ 
 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店

【スタジアム販売場所】 12:00～ 
 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。

サイズ：約縦40×横48㎝
素材：コットン

全32種類
※全選手対応
（特別指定・2種登録選手を除く）

価格 ￥3,000

【プレーヤーズトートバッグ】

サイズ：S/M/L/XL　素材：綿
価格 ￥3,500

【キングベルⅠ世×ベガッ太
コラボTシャツ】

サイズ：約直径6㎝
素材：アクリル

価格 ￥1,000

サイズ：約縦20×横20㎝　素材：綿
価格 ￥850

サイズ：約縦20×横30㎝
素材：コットン

価格 ￥1,200

【キングベルⅠ世×ベガッ太
コラボミニトートバッグ】

【キングベルⅠ世×ベガッ太
コラボキーホルダー】

【キングベルⅠ世×ベガッ太
コラボミニタオル】

【2021 
2ndユニフォーム（半袖）】

価格 ￥15,400

【スタジアム販売場所】 12:00～ 
 キングベルパーク「キングベルⅠ世×ベガッ太コラボグッズ特設ブース」  
【スタジアム販売場所】 12:00～ 
 キングベルパーク「キングベルⅠ世×ベガッ太コラボグッズ特設ブース」  
※試合終了30分後までの営業となります。

全32種類 全選手
（2種登録・特別指定選手を除く）

ベルガチャ

キングベルⅠ世×ベガッ太
コラボガチャ

★１回 5００円

★１回 5００円★

ノーマル

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

●ノーマル
　缶バッジ
　約直径5.5㎝

●スーパーレア：
　アクリルスタンド
　約縦7×横6㎝

●ノーマル： 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

【アクリルスタンドキーホルダー
～ 2ndユニフォームver. ～】

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

【PENALTYアンセムジャケット】

価格 ￥10,500
サイズ：S/M/L/O/XO
素材：ポリエステル

※ベル12会員割引対象外

ノーマル：5種類 スーパーレア：1種類

【缶バッジ
 ～ 2ndユニフォームver. ～】NEW

NEW

スーパーレア

スーパーレア

×
コラボグッズの売上の一部は東日本大震災復興支援金として寄付いたします
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