


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

前節の勝利を繋げたい一戦
ベルマーレらしく積極的に前向きに

いま自分のことで精一杯になってしまっているので、もっ
と味方に配慮できる、気を使える選手になりたい。お手
本になる選手がベルマーレの先輩にたくさんいるので、
日頃の練習から心掛けたいと思っています」
　自身に向けるまっすぐな矢印は、そのまま今節の心構
えに結ばれる。迎えるヴィッセル神戸は第6節から3連勝
し、前節は清水エスパルスと1－1で引き分けたものの、
現在5勝3分1敗で3位につける。9試合で9失点と上位
陣のなかでは失点が少なくないが、ポゼッションに優れ、
得点力にも長けている。
　「すごく強いチーム」昨季対戦した際の印象をひもとき
つつ、田中は言う。
　「機動力のある点を取れるFWがいて、中盤にはパスを
さばける選手がいる。DFの自分の背後に蹴ってくる場面
がけっこうあって、それは嫌でした」
　前節こそ勝利に携わったが、自身に限れば今季はまだ
ホームで喜びを味わえていない。
　「今年はまだ自分が出たホームの試合では勝てていない
ので、サポーターの皆さんと勝利を分かち合いたいと個
人的にも思っています。相手が上位だからといって引か
ずに、ベルマーレらしく積極的に前向きに立ち向かって
いきたい。チームだけでなく、個人としても自分のよさ
を発揮できればと思います」
　試合を重ねるたびに存在感を増している18歳は、今節
も攻守の鍵を握っている。

　プロ初ゴールを記し、チームを5試合ぶりの勝利へと
導いても、回想は反省のほうが色濃い。「得点はうれしい
ですけど、凡ミスが多かった」田中聡は、1－0で勝利し
た前節のサンフレッチェ広島戦を冷静に振り返る。
　「縦パスがズレる場面が何回もありました。もし点を決
めていなかったら、誰が見てもパスミスに目がいくと思う。
サイドチェンジもあまりできませんでした」
　その広島戦では出場停止の三幸秀稔に代わってアン
カーを務めた。これまで出場を重ねてきたセンターバッ
クから中盤にポジションを移せば当然ながら相手のプ
レッシャーは増すが、それでも自身のプレーに納得はない。
　反省はほかにもある。「声」だ。
　「アンカーとして前の選手を統率することができず、広
島戦では最初チームの守備がハマらなかった。これまで
感覚でプレーしてきたので、前を動かしたり、コーチン
グでチームをまとめたりすることを全然やってこなかっ
たんですけど、真ん中をやるなら前線に声を出していか
なければいけない。いい機会なので、ポジティブに受け
止めています」
　お手本はほかでもない、チームの先輩たちだ。
　「ミユくん（三幸）は左右にうまく散らせるし、縦パス
をつけることができて守備も強い去年の金子（大毅）く
んのようなタイプのボランチでありたい。声で統率する
ところは（石原）広教くんやヤーマン（山田直輝）。僕は

32 MF
田中  聡 TANAKA SATOSHI

高校1年で長野から単身湘南へ。U-18在籍時の高校2年で二種
登録され高校3年の昨季は第19節川崎戦でJ1初先発を果たすと、
以降コンスタントにスタメン出場を重ねた。U-18ではボランチが
主戦場だったがトップでは左センターバックやアンカーで起用さ
れている。強度の高い守備力を発揮しつつ、相手を剥がしながら
ボールを動かし積極的に攻め上がることも。前節ではプロ初
ゴールをマーク。その成長に期待が寄せられている。

2002年8月13日生（18歳）／長野県長野市出身／174cm・70kg



Match  information

湘南ベルマーレ

 １  GK 前川 黛也

 ３  DF 小林 友希

 ４  DF トーマス フェルマーレン

 ５  MF 山口 蛍

 ６  MF セルジ サンペール

 ７  MF 郷家 友太

 ８   MF アンドレス イニエスタ

 ９ FW 藤本 憲明

11 FW 古橋 亨梧

14 MF 安井 拓也

17 DF 菊池 流帆

18 GK 飯倉 大樹

19 DF 初瀬 亮

20 MF 井上 潮音

21 FW 田中 順也

22 MF 佐々木 大樹

23 DF 山川 哲史

24 DF 酒井 高徳

25 DF 大﨑 玲央

26 DF 櫻内 渚

27 MF 櫻井 辰徳

29 FW リンコン

30 GK 伊藤 元太

31 MF 中坂 勇哉

32 GK 廣永 遼太郎

37 MF 増山 朝陽

41 FW 小田 裕太郎

49 FW ドウグラス

ヴィッセル神戸

湘 南 神 戸

就任2年目の三浦淳寛監督の指揮のも
と、神戸はリーグでも指折りのボール保
持率とともに攻撃を構築する。なかでも
日本代表の古橋享梧（写真）には警戒が必
要だ。背後への動き出しに優れ、自ら決定
機を演出。現在4試合連続得点中と波に
乗り、チームトップの6ゴールをマーク
している。ベルマーレは昨季、ホームで1
－1、アウェイで2－0と、1勝1分の戦績
を残した。田中も「悪いイメージはない」
と語るが、今節は果たして。

ヴィッセル神戸 　監督  三浦 淳寛

直近の試合結果 直近の試合結果
（黒･白/黒/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

J1・第9節スターティングメンバー

第８節 湘南 ０△０ 名古屋
第９節 広島 ０○１ 湘南

第８節 神戸 １○０ 大分
第９節 神戸 １△１ 清水

ⒸJ.LEAGUE

１ 谷

14 茨田

32 田中

17 大橋

13 石原(直)

3 石原(広)

4 舘

6 岡本

8 大野
10 山田

42 高橋

1 前川

23 山川

17 菊池7 郷家

24 酒井

3 小林
11 古橋

9 藤本

5 山口

31 中坂

20 井上
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勝点
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第10節 他会場の試合

J1リーグ第9節 広島戦「TRACKING DATA」



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
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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

ふくにゃん 38

YASUTAKA #99

新ちゃん HB2U

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

伊皿子楽部
Ymk☆Myk

YASUTAKA #99
tomo.knh
島田徹也

追いかけるペン。（＾＾）

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

追いかけるペン。（＾＾）YUKA 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

まっつん Enjoy☆Football

tomo.knh

ぴぃこ 悠依 ＴＡＥＫＯ 星霜祭実行委員会OB

ＴＡＥＫＯ

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
•キリンビバレッジ株式会社「午後の紅茶飲み比べ5本セット」35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

再入場券を必ずお受け取りいただき、お戻りの際にご提示ください。確認後、回収いたします。
一時退場時に再入場券をお渡しします。再入場の際にチケット（半券・QR)と再入場券を確認いたします。



5/2（日）札幌戦に
lovely² 来場決定 !



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！

Yasuda Burger
スマインミー
クレープ くれよん
いちばん
PUEN THAIFOOD湘南
ソフトタコス ベラクルス
SITA
レストランしょうりん亭まついＳｕｎち
NAOCAFE
薪窯焼きPizza UNCLEKEN
Loco Kitchen

ケバブ ペルシア MAS
ブラジリアンフーズ　ビーバス

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。

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

❶エコステーション

❷ベルガチャステーション

❸キリンブース

❹フットダーツ＆キッズスライダーブース

❺湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

❻勝利のベルマーレポップコーン

❼サンクトガーレンブース

❽hey!hey!ブース

❾世界のスポーツ体験会

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

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に努めて
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

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
14:46～  ゲストトーク 
キリンビバレッジ午後の紅茶35周年スペシャルデー

　　キリンビバレッジ株式会社
　　執行役員 首都圏地区本部長 明月 岳人 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
　マスコットキッズ/坂根 蒼介くん、三木 絢翔くん、吉末 瀬南くん
　ららぽーとエスコートキッズ/

ららぽーとエスコートキッズ当選者の皆様
　フェアプレー旗手/半田 幸恵さん、渡辺 晶子さん

佐藤 由美子さん、松田 名美さん

15:00～  キリンビバレッジ午後の紅茶35周年スペシャルデー
花束贈呈
　キリンビバレッジ株式会社
　執行役員 首都圏地区本部長 明月 岳人 様
　首都圏自動販売機支社 支社長 佐伯 裕充 様
　首都圏自販機支社法人 営業部長 中尾 浩之 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 /
OneBellmare賞 表彰
MOMプレゼンター 
　相模石油株式会社 代表取締役 会長 小泉 光一郎 様
花束  柴田 幹人 様
OneBellmare賞プレゼンター  柴田 直孝 様
キリンビバレッジ午後の紅茶35周年スペシャルデー 
キリンビバレッジ賞 表彰
　プレゼンター 
　　キリンビバレッジ株式会社
　　執行役員 首都圏地区本部長 明月 岳人 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



福島ユナイテッドFC情報
第6節 4/25（日）14:00 
　vs いわてグルージャ盛岡 @とうスタ[Ｈ］
第7節 5/2（日）17:00 
　vs AC長野パルセイロ @長野Ｕ[A］

★PENALTYスペシャルデー
★鎌倉ホームタウンデー

4月度お誕生日企画 エンゲートで
誕生日のお祝いしよう！のお知らせ

【進級お祝いキャンペーン】サッカースクール
2021年度 新規スクール生募集！

2021年4月に誕生日を迎える名古新太郎選手、毛利
駿也選手をギフティングでお祝いしよう！
ギフティングサービスエンゲートにて、5,000pt相
当以上のギフティングをいただいた方にはその選手
のデジタルサイン入りスマホ壁紙を、10,000pt相
当以上のギフティングをいただいた方には選手から
お礼のメッセージ動画が届きます！スマホ壁紙は
2021シーズン限定ですので、応援したい選手の壁
紙は是非GETしてください！年に一度しかない機会
をお見逃しなく！
◇イベント期間  4月1日（木）～4月30日（金）23:59
※4月に誕生日を迎える選手以外の選手にギフティ
ングをした場合、プレゼントを受け取れません。
※他選手へのギフティングすることは可能ですの
で、誕生日関係なく応援したい方は是非宜しくお
願いします。

鈴木冬一選手による
「TOICHIシート」設置のお知らせ！！
2020シーズンまで湘南ベルマーレに在籍し、
2021年よりスイス・スーパーリーグのFCローザン
ヌ・スポルトでプレーしています鈴木冬一選手によ
る「TOICHIシート」が設置されることとなりました。
コロナ禍において大変な状況が続く中、最前線で支
えてくださっている医療従事者の皆さまにサッカー
を楽しんでもらいたいという鈴木選手の想いによっ
て企画されました。
【TOICHIシート概要】
◇名　称  TOICHIシート
◇招待者  湘南ベルマーレのホームタウンの医療従
事者の皆さま

◇招待方法  医療従事者の皆さまには、クラブから直
接医療機関へお声がけをさせていただきます。

2021年度サッカースクールの新規会員を募集して
います。キャンペーン第2弾！として【入会金50％オ
フ】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サッカーをスタートしたい、そ
んな皆様のたくさんのご応募をお待ちしておりま
す。まずは無料体験にお申込みいただき、是非ベル
マーレサッカースクールをご体感ください。
◇入会特典  通常7,150円の入会金が進級お祝いで
　50％オフの3,575円
◇募集受付期間  
2021年4月3日（土) ～ 5月16日（日）の受付期間
中に申し込み、2021年4月～ 6月の受講開始が
決定した方に限ります。
◇対　象  2021年度年少から小学校6年生の男女
※辻堂校月曜なでしこクラスのみ、中学生女子も可

⬆詳細はこちら

vs 北海道コンサドーレ札幌
明治安田生命J1リーグ 第12節

15:00kick off5/2（日）
次回ホームゲーム

⬆詳細はこちら

⬆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

詳細はこちら➡

書籍「たのしめてるか。湘南ベルマーレ2020
フロントの戦い」出版のお知らせ！
株式会社産業能率大学出版部より、湘南ベルマーレ
の代表取締役社長 水谷尚人とスポーツライター池田
タツ氏による共著『たのしめてるか。湘南ベルマーレ
2020 フロントの戦い ～問われる真価』が出版され
ることとなりました。浮嶋敏監督や坂本紘司スポー
ツダイレクターをはじめ、広報や営業などのフロン
トスタッフ、サポーター、そして眞壁潔会長、水谷社
長が、それぞれの立場から2020シーズンを振り返
る読み応えのある一冊となっています。
◇販売価格  1,200円（＋税）
◇主な内容
2020年に湘南ベルマーレで起きた様々な出来事、
ピッチ内外での戦い、今後に向けての思いを熱く伝
える。湘南ベルマーレ社長水谷尚人氏の視点から捉
える迫真のドキュメント。これ
までの歩みと今後の将来像を熱
く語る。ベルマーレサポーター
のみならず、スポーツビジネス
に関わる人たち
必読の一冊。
◇販売場所  
　全国の書店



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

《受注販売は明日まで！》

価格 ￥700

【2021ユニフォーム型
ピンバッジ】

【選手/スタッフ着用モデル
公式戦用プラクティスシャツ（半袖）】

【2021 GK 2nd・3rdユニフォーム（半袖）】

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★

レア

サイズ：M/L/O/XO/2XO  素材：ポリエステル

サイズ：S/M/L/O/XO/2XO/3XO 
素材：ポリエステル

サイズ：縦2.5㎝×横2.2㎝
素材：亜鉛合金

NEW

価格 ￥10,000

価格 ￥15,400

【必勝祈願キーホルダー
  ～だるまver. ～】

●ノーマル
　サイズ：約縦6㎝×横5㎝
●レア
　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
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