


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

グループステージ突破に向けて
譲れぬ神奈川ダービー

　果たしてくだんのセレッソ大阪戦では、ハイラインの
背後をケアしボールを奪うなど、難しいピッチコンディ
ションのなかでも着実にプレーして守備の安定をもたら
した。「強いチームを相手に、あらためて自分の実力を確
認できた。多少自信にも繋がると思います」と、自身も
そう感触を手にしたところである。
　それから1週間を経て、代表ウィークの今節はルヴァ
ンカップを戦う。迎える横浜FCは今季、札幌戦の敗戦に
始まり、開幕6連敗と苦しい戦いを強いられている。
　一方、ルヴァンカップに目を移すと、初戦は柏レイソ
ルを1－0で降し、好スタートを切った。ベルマーレにとっ
ては、開始20分で4失点して敗れた昨季リーグ戦の苦い
記憶も脳裏をよぎる。
　「後ろから繋いでしっかりポゼッションしてくるチーム」
舘は横浜FCの印象に触れつつ自分たちに矢印を向ける。
　「DFとしては0に抑えることが第一。どういうゲーム
展開になるか分からないですけど、僕たちは守備の部分
で強度をもって前からプレッシャーに行けるし、いい守
備からいい攻撃に繋げれば得点も取れると思います」
　そして、目の前の一戦の先に馳せる想いも口にする。
　「もう一度優勝したい気持ちがある。選手は皆、勝利を
目指して目の前の試合に全力で向かっている。まずはグ
ループステージ突破を目指して戦っていきたい」
　穏やかな佇まいの奥に熱を見る。秘めたる闘志を開放
するのはピッチの上にほかならない。

　強い風雨に晒されたタフな勝負はスコアレスドローで
決した。手にした勝点1の意味はしかし、小さくない。
　「手応えを感じた試合だった」舘幸希は先週行なわれた
J1第6節セレッソ大阪戦を振り返る。
　「力のあるチームに対して0で抑えたことは非常によ
かった。相手は上手かったですけど、大きなピンチは少
なかったと思う。攻撃も何度か得点を取れそうな場面を
つくることができていた。連係がどんどん深まってきて、
いい形ができていると思います」
　舘自身、3試合ぶりの先発だった。大卒ルーキーとし
て臨んだ昨季は後半戦に入って以降スタメンを務め、1
対1の強さなど非凡な才を発揮した。だが今季はまだ、
リーグ戦の先発は2試合にとどまっている。出場を重ね
るごとに存在感を増した昨季の歩みを思えば、ベンチス
タートの多い現状は思い描いた道のりとは言い難い。
　人知れず抱いていた心の動きをひもとく。
　「去年終盤スタメンで出続けて、今年は開幕スタメンで
なければいけないという焦りがキャンプの頃は正直あり
ました。でもトレーニングマッチを含めていいパフォー
マンスを出せなくて、開幕スタメンはちょっと難しいな
と感じていたときに、自分はまだまだそういう選手じゃ
ないとあらためて感じた。自分のやるべきことは変わら
ないですし、やるべきことをやっていればチャンスは来る。
だからいまは、焦りはないです」

4 DF
舘  幸希 TACHI KOKI

四日市中央工業高、日本大を経て昨季湘南に加入したプロ2年目。
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に強い。昨季はリーグ
後半からスタメン出場を勝ち取り安定したプレーでチームを
支えた。今季背番号4を纏いさらなる成長を期す。

1997年12月14日生（23歳）／三重県鈴鹿市出身／173cm・73kg



Match  information

湘南ベルマーレ

 １  GK 大内 一生

 ２  DF マギーニョ

 ３  DF 袴田 裕太郎

 ４  MF 高橋 秀人

 ５  DF 田代 真一

 ６  MF 瀬古 樹

 ７  MF 松浦 拓弥

 ８  MF 齋藤 功佑

 ９  FW クレーベ

10 MF 中村 俊輔

11 FW 三浦 知良

13 FW 小川 慶治朗

14 FW ジャーメイン 良

15 MF 安永 玲央

16 FW 伊藤 翔

17 DF 武田 英二郎

18 GK 南 雄太

19 DF 伊野波 雅彦

20 DF カルフィン ヨン ア ピン

21 GK 市川 暉記

22 DF 岩武 克弥

23 DF 前嶋 洋太

24 DF 高木 友也

26 DF 韓 浩康

27 DF 中塩 大貴

28 GK 猿田 遥己

30 MF 手塚 康平

31 MF 杉本 竜士

32 MF 古宿 理久

37 MF 松尾 佑介

39 FW 渡邉 千真

44 GK 六反 勇治

横浜FC

湘 南 横浜FCJ1・第6節スターティングメンバー

昨季はリーグ戦1勝1敗と互いに譲らな
かった神奈川ダービー。ことに本文でも
触れた、2－4で敗れたアウェイゲームが
記憶に新しい。このとき最終ラインの背
後を取るなどして2得点を挙げたのが松
尾佑介（写真）だ。今季はまだ得点がない
が、その突破力で攻撃を牽引する。「テク
ニックとスピードがある。脅威は感じま
すが、そういう選手との対戦は非常に楽
しみ」舘は同い年のアタッカーを評す。
キーマンを封じ、攻めに転じたい。

横浜FC 　監督  下平 隆宏

直近の試合結果 直近の試合結果
（白/紺/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

第５節 FC東京 ３●２ 湘南
第６節 湘南 ０△０ C大阪

第５節 名古屋 ３●０ 横浜FC
第６節 徳島 ２●１ 横浜FC

ⒸJ.LEAGUE

１ 谷

20 名古

29 三幸

17 大橋

33 町野

3 石原（広）

4 舘

6 岡本

32 田中
10 山田

42 高橋

44 六反

2 マギーニョ

5 田代
9 クレーベ

24 高木

3 袴田
8 齋藤

31 杉本

6 瀬古

30 手塚

37 松尾

グループステージ第2節 他会場の試合
Aグループ
　3月27日（土）

@駅スタ
@ベススタ

vs
vs

鳥　栖
福　岡

札　幌
鹿　島

14:00
18:00

Cグループ
　3月27日（土）

@埼玉vs浦　和 　柏15:00

　3月28日（日）
@味スタvsFC東京 神　戸14:00

Ｂグループ
　3月27日（土）

@鳴門大塚vs徳　島 大　分14:00

Dグループ
　3月27日（土）

@ユアスタ
@ニッパツ

vs
vs

仙　台
横浜FM

清　水
広　島

14:00
14:00

J1リーグ第6節 C大阪「TRACKING DATA」

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

グループステージＣグループ 対戦表



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

湘南12@あっきー

伊皿子楽部

石さん

☆YUNA☆

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

Do your best! Enjoy☆Football

ＴＡＥＫＯＴＡＥＫＯ

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。



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



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

ぴぃちゃんち
サンメッセしんわ
ホルモン焼じゃんぼ
PUEN THAIFOOD湘南
薪窯焼きPizzaUNCLEKEN
丼もの屋
カフェアミーゴ
Loco Kitchen
つじ道ラーメン
Kitchen Kanaloa
鳥仲商店

ワンズケータリング
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

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イオニアカード販売ブース
❹ベルマーレクラブボランティアブース
　「ベルマガ」販売ブース

❺湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
❻サンライフガーデンブース
❼ルヴァンカップキッズイレブン
❽フットダーツブース
❾ベルマーレクラフトマーケット

10神奈川県畜産会養鶏部
　GoToチャリティーブース
11勝利のベルマーレポップコーン
12サンクトガーレンブース
13バルーンフォトスポット＆販売ブース

【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。

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

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
　湘南ベルマーレサッカースクール卒業生

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
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 　
　駐車場管理営繕部 部長 村上 昭弥 様
花束  村上 舞 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　村上 智子 様、 村上 遼 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

詳細はこちら➡

第3節 3/28（日）13:00 
　vs 鹿児島ユナイテッドFC @白波スタ[A］
第4節 4/4（日）14:00 
　vs カターレ富山 @富山[A］

★フリーデン×濱田精麦 
　カレーごはんスペシャルデー
●ベルマーレカレーごはん販売ブース出店

vs 名古屋グランパス
明治安田生命J1リーグ 第8節

19:00kick off4/7（水）
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！
（キャンペーンは3月31日まで）
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
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。
※空きのあるクラスのみ募集を
　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➡

詳細はこちら➡

選手からメッセージが届く新サービス！
heyhey（ヘイヘイ）への参加決定のお知らせ！
湘南ベルマーレでは新たにオフィシャルクラブパー
トナーに決定したheyhey Japanが、ファン・選手・
慈善活動3方向の架け橋となる次世代のサプライズ
&ソーシャルリターン型コミュニケーションプラッ
トフォーム「heyhey（ヘイヘイ）」への参加が決まり
ましたのでお知らせします。「heyhey（ヘイヘイ）」で
は誕生日、結婚式、新たな人生の出発、大会・試験…ラ
イフイベントにて選手から
お祝い・応援メッセージが
届きます!

最大90％OFF ! オフィシャルフォト
開幕キャンペーン実施のお知らせ！
クラブオフィシャルカメラマンが撮影した写真の販
売しております。この度2021シーズンの開幕を記
念して最大90％ OFFのキャンペーンを開催いたし
ます。ぜひこの機会にご利用ください！
◇キャンペーン対象商品 【オフィシャルフォト】
Lサイズ（127mm×89mm） 550円（税込）→55円!!
2Lサイズ（178mm×127mm）990円（税込）→99円!!

※その他の商品はキャンペーン対象外となりますの
でご注意ください。
◇配送方法
　●メール便（ゆうメール）  ●宅急便（ゆうパック）
◇お支払方法
　●クレジットカード決済 
　●コンビニ決済

⬆詳細はこちら

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実施中！
「いつでも、どこでも、共に戦う」ために
湘南ベルマーレフットサルクラブは、新型コロナウ
イルス対策のためのチーム運営費およびクラブ運営
費補填を目的としたクラウドファンディングを実施
いたします。
ホームアリーナである小田原アリーナは、1月8日
（金）から現在に至るまで休館することになり、その
間に開催を予定していたホームゲーム2試合の開催
ができなくなりました。コロナ禍のクラブ運営への
影響はとても大きなものとなっております。試合数
や来場者数が減ることで、今期はチケット収入・グッ
ズ収入は1,000万円程度の減収見込みとなっており
厳しい状況が続いております。これからも選手たち、
そしてファン・サポーターの皆様とともに「いつで
も、どこでも、共に戦う」ために、この逆境を何とか乗
り越えていきたい。選手たちの戦う場所を守るため
に、どうか応援をよろしくお願いいたします。



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）

グッズ情報グッズ情報
※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。

NEW

《事前抽選販売終了/受注販売決定！》

価格 ￥1,200

価格 ￥900
【第2弾PENA MASK】

【ヘアーリボン】

【選手着用モデル
公式戦用プラクティスシャツ】

全33種類 全選手＋キングベル
（2種登録・特別指定選手を除く）

ベルガチャ

★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10㎝×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㎝

【アクリルスタンドキーホルダー
  ～プラクティスシャツver. ～】

サイズ：M/L/O/XO/2XO
素材：ポリエステル

種類：ホワイト/ネイビー/ブラック
サイズ：S/M/L  素材：ポリエステル

サイズ：約縦8㎝×横12㎝×幅3㎝

※試合当日、荒天のため
　スタジアム販売は
　本日より開始いたします。

【缶バッジ
  ～プラクティスシャツver. ～】NEW

NEW

スーパーレア

ノーマル スーパーレア

価格 ￥10,000

《3/21（日）C大阪戦新商品》
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