


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

混戦模様のCグループ
勝利で次への切符を掴みたい

によって右ウイングバックを任される。付け加えれば、
先日の大分トリニータとのリーグ戦では左ウイングバッ
クで途中出場し、ピンポイントクロスでウェリントンの
ゴールをアシストもした。
　プロ以前はトップ下を主戦場にしていたという。だが
「いろんなポジションができることが強みのひとつ」と
自覚するとおり、前所属の福島ユナイテッドFCでは前線
から最終ラインまであらゆるポジションでプレーした。
FW登録ながら「（ポジションに対する）固定概念はない」
と語るその得難い柔軟性は、自身が抱くサッカー選手と
しての理想像に辿れるようだ。
　「僕はずっと、走りが速く、守備ができて、ヘディング
も強い、シュートもパスも上手い、大きい五角形が描け
るような選手がいちばんいい選手かなと思っている。い
ろんなポジションができるのも、小さい頃にそういうこ
とを思っていたからこそかもしれないですね」
　グループステージも最終節、勝てばプレーオフステー
ジ進出が決まる。池田はチームの想いを代弁する。
「グループステージを突破してファイナルまで行きたいと
いう気持ちは、僕自身も、ルヴァンカップに出ている選
手も出ていない選手も、みんなが持っている。勝って突
破を決めたいです」
　無敗の一方、スコアレスドローに終わった第4節浦和
レッズ戦など、勝ち切れなかった悔しさも忘れていない。
締めは文句なしの結果で次への切符を掴むと誓う。

　3年ぶりのプレーオフステージ進出を視界に捉えてい
る。JリーグYBCルヴァンカップ、ベルマーレはここま
で1勝4分と、唯一無敗でグループステージを歩んできた。
地道に積み上げた勝点7は横浜FCと並びグループ首位の
数字だ。ただし、Cグループは4チームが勝点2差にひし
めいており、今節の結果次第で状況は一変する。
　迎える柏レイソルとは今季すでに2度対戦している。3
月初旬のリーグ戦では先制を許し、一度は追いつきなが
らも追加点を喫して1－2で振り切られた。かたや4月の
ルヴァンカップでは、自分たちのミスから先制点を奪わ
れたものの、キャプテンの梅崎司を筆頭に出足や球際で
譲らず、古林将太のゴールで試合終了間際に追いついた。
くだんのリーグ戦から1カ月余り、土壇場で劣勢を覆し
た戦いに、彼らの前向きな足跡を見たものだった。
　柏の印象について、グループステージ5試合にフル出
場している池田昌生が簡潔にひもとく。
　「縦に速いサッカーをしてくる。また、ひとに対して強く、
球際で絶対負けないチーム」
　池田自身、前回の対戦では球際に強く寄せ、粘り強く
マークに付き、相手に自由を与えなかった。曰く、「目の
前の選手に負けたくないという気持ちでプレーしていた。
それが球際の部分に出ていたのかなと思います」。
　強度はもとより、ポリバレントな働きも目を引く。柏
との前回対戦では右センターバックを務めたが、ゲーム

27 FW
池田 昌生 IKEDA MASAKI

今シーズン、J3の福島から完全移籍で湘南に加入。得意のドリ
ブルで積極的にボールを前へと運びチームを活性化させる。
ルヴァンカップは全試合出場しているが、リーグ戦はまだ2試
合のみ。しかし第14節大分戦では途中出場すると終了間際に貴
重な追加点をアシストし結果を残した。今日はグループステー
ジ突破が懸かった重要な一戦。気持ちの入ったプレーでプレー
オフステージへ導くプレーに期待したい。

1999年7月8日生（21歳）／大阪府大阪市出身／176cm・70kg



Match  information

湘南ベルマーレ

 ３  DF 高橋 祐治
 ４  DF 古賀 太陽
 ５  DF エメルソン サントス
 ６ DF 高橋 峻希
 ７ MF 大谷 秀和
 ８ MF ヒシャルジソン
 ９ FW クリスティアーノ
10 MF 江坂 任
11 MF マテウス サヴィオ
13 DF 北爪 健吾
15 DF 染谷 悠太
16 GK 滝本 晴彦
17 GK キム スンギュ

18 FW 瀬川 祐輔
19 FW 呉屋 大翔
20 DF 三丸 拡
21 GK 佐々木 雅士
22 MF ドッジ
23 FW ペドロ ハウル
24 DF 川口 尚紀
25 DF 大南 拓磨
26 MF 椎橋 慧也
27 MF 三原 雅俊
28 MF 戸嶋 祥郎
29 MF アンジェロッティ
31 MF イッペイ シノヅカ

33 MF 仲間 隼斗
35 FW 細谷 真大
36 MF 山田 雄士
37 FW 鵜木 郁哉
38 DF 大嶽 拓馬
39 FW 神谷 優太
40 MF 高貫 太瑛
44 DF 上島 拓巳
46 GK 松本 健太
47 DF 田中 隼人
48 GK 近野　勝大
50 DF 山下 達也

柏レイソル

湘 南 柏

リーグ戦とルヴァンカップを通じて今季
2度対戦している柏だが、新加入のブラ
ジル人選手が合流し、以前とは顔ぶれが
異なっている。なかでもMFアンジェロッ
ティ（写真）は、ルヴァンカップ前節の浦
和戦に途中出場し、PKを含む2得点を決
める活躍を示した。185cmの長身レフ
ティはモビリティに優れ、前線で起点を
つくり、決定力も併せ持つ。周囲との連係
の感触も悪くないようだ。最前線で攻撃
を牽引する新たな刺客に注意したい。

柏レイソル 　監督  ネルシーニョ

直近の試合結果 直近の試合結果
（白/白/白）（黄緑/黄緑/黄緑）

J1・第14節 スターティングメンバー

第13節 湘南 ２○０ 大分
第14節 横浜FC ２●０ 湘南

第13節 福岡 １●０  柏
第14節  柏  ０●４ FC東京

ⒸJ.LEAGUE

エメルソン
サントス

キム　
スンギュ

１ 谷

20 名古

25 中村

33 町野

13 タリク

3 石原(広)

4 舘

6 岡本

32 田中
10 山田

42 高橋

27 

25 大南

5 

4 古賀

29 アンジェロッティ

10 江坂

33 仲間

26 椎橋

22 ドッジ

31 イッペイ　シノヅカ

20 三丸

グループステージ第6節 他会場の試合
5/19(水)
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グループステージＣグループ 順位表

J1リーグ第14節 横浜FC戦「TRACKING DATA」

※第5節終了時点

　　  チ ー ム

横浜ＦＣ

湘南ベルマーレ

浦和レッズ

柏レイソル

勝点

7

7
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5

点差

＋1

＋1

＋0

－2

順位

1

1

3
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◇プレーオフステージ
各グループ上位2チームの8チームにより、
ホーム＆アウェイ方式の2試合を行う。プ
レーオフ勝者4チームがプライムステージ
に進出する。

◇プレーオフステージ開催日程
6月2日（水）/6月6日（日）/6月12日（土）/
6月13日（日）



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

TAEKO 伊皿子倶楽部

こーへい

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

石さん Enjoy☆Footbal l追いかけるペン。（＾＾） 追いかけるペン。（＾＾）

Do your best!

湘南12@あっきー

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）。 

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

マッチデープレイ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。

⬇詳細はこちら

5/26（水）
川崎Ｆ戦
受付中!



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

GUARDFOODTRUCK
ケバブ ペルシア MAS
CLOVER
Shallow Bee
レストランしょうりん亭まついＳｕｎち
ソフトタコス ベラクルス
MOONKEBAB
ブラジリアンフーズ ビーバス
COCONUT TREE
SITA
レストランなんどき牧場

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

スタジアム場内イベント集合エリア

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！
5月LTO中止のお知らせ  まん延防止等重点措置による21時
以降の活動制限要請を受け、中止とさせていただきます。
次回開催は6/2G大阪戦を予定しております。

❶エコステーション

❷ベルガチャステーション

❸トヨタモビリティ神奈川ブース

❹ルヴァンカップキッズイレブン

❺湘南ベルマーレプロデュース
　お弁当販売ブース

❻勝利のハイタッチポップコーン

❼サンクトガーレンブース

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

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

17:00  先行入場（シーズンチケット会員の方）
 その後 一般入場 

17:10～  相模石油エキシビションマッチ
　伊勢原FCフォレストvs SFCジュニオール
　フレンドリークラブ湘南 vs 駒寄滝の沢SC

17:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
　トヨタモビリティ神奈川勝利チーム賞 贈呈式
　　トヨタモビリティ神奈川 西湘支社 支社長 賀美  裕 様

18:20～18:45  選手ウォーミングアップ

18:46～  ゲストトーク 
　トヨタモビリティ神奈川スペシャルデー
　　神奈川トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長 市川 英治 様

18:49頃  選手紹介

18:55頃  プレゲーム映像放映

18:58～  選手入場
　マスコットキッズ/石山 清史郎くん、 佐藤 壮介くん
　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/飯塚 洋美さん、佐藤 けい子さん

小板橋 江美子さん、玉置 悦子さん

19:00～  トヨタモビリティ神奈川スペシャルデー
花束贈呈
　神奈川トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長 市川 英治 様
　　　　　　　　　　　　　　 専務執行役員 渡邉 善憲 様
　トヨタモビリティ神奈川 　　西湘支社 支社長 賀美  裕 様
　　　　　　　　　　　　　　 湘南支社 支社長 井上 弘之 様

19:03  キックオフ
ハーフタイム
パートナー対抗サラリーマンナイトリレー

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 
　相模石油グループ ソータス株式会社 取締役工場長 遠藤 康典 様
花束  
　相模石油グループ ソータス株式会社 渡部 泰典 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油グループ ソータス株式会社 小嶋 伸一様



福島ユナイテッドFC情報

詳細はこちら➡

第6節 5/26（水）13:00 
　vs いわてグルージャ盛岡 @とうスタ[H］
第9節 5/30（日）13:00 
　vs アスルクラロ沼津 @愛鷹[Ａ］

★緑と青の湘南トークンDAY

⬆詳細はこちら

詳細はこちら➡

“湘南の夏”に向けて今年も「湘南ベルマーレ夏のう
ちわ企画」を実施いたします。
毎年ご好評いただいております躍動感溢れる選手た
ちの写真をデザインし、裏面には貴社名などをお入
れしてオリジナルうちわを製作いたします。ぜひ企
業や店舗、また個人の方からもご注文をお待ちして
おります！
◇お申し込み金額  200本：33,000円（税込）
〈以降、50本単位で50本 8,250円（税込）〉
※200本を最低本数として、50本単位で本数を
増やすことができます。

◇一次お申し込み締切  5月20日（木）まで
☆納品予定：6月下旬
※予定本数に達し次第、受付を終了させていただ
きます。

vs 川崎フロンターレ
明治安田生命J1リーグ 第16節

19:00kick off5/26（水）
次回ホームゲーム

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

書籍「縦の美学Ⅱ ～追求するスタイルと
育成方法～」発売のお知らせ！！

2021シーズン「ホームタウンデー」
開催日程のお知らせ！

湘南ベルマーレのフィロソフィーをしたためた「縦
の美学Ⅱ」が発売中！
2013年に刊行した「縦の美学」から、更なるクラブ
の進化、更なるサッカーの進化を経て、「第2章」とし
てまとめました。藤和不動産サッカー部からスター
トし50年、湘南ベルマーレになってから20年、携
わった人たちの全ての財産の蓄積として、そしてさ
らに高みを目指して、次のステージに向かう新しい
湘南スタイルとなります。
◇販売価格  1,650円（税込）
◇販売場所
〈オフィシャルショップ〉
•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
〈湘南ベルマーレ公式オンラインショップ〉
〈スタジアム〉
@キングベルパークグッズ売店／
中央Gグッズ売店

5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

「2021湘南ベルマーレ
夏のうちわ企画」のご案内！！

誕生日を迎える古林将太選手、茨田陽生選手、三幸
秀稔選手、柴田壮介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  5月6日（木）～5月31日（月）23:59
※イベントへのエントリーを必ずお忘れなく。エン
トリーされていない場合はプレゼントをお渡しで
きません。
※5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。

⬆詳細はこちら

ホームタウン9市11町の一人でも多くの方に、我が
街のクラブとしてより親しみを持っていただけるよ
う、各市町の冠試合として「ホームタウンデー」を開
催いたします。ホームタウンに在住の方限定の「ホー
ムタウンデーチケット」もより多くの方にご利用し
ていただきやすく大幅割引でリニューアルいたしま
した！皆様のご利用お待ちしております。
◇「ホームタウンデー」チケット
「ホームタウンデー」に該当の市・町に在住の方は、
特別価格のチケットをご購入いただけます。
【変更点】
●チケット価格がさらに大幅割引額！
　6Gミックス指定席限定で
　一律1,500円で販売いたします。



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】 16:00～ 
 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】 16:00～ 
 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店
※今節はキックオフ終了（20:00）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。

★１回 5００円★

●ノーマル 　サイズ：約6㎝角内
●レア  サイズ：6㎝角内
●スーパーレア  サイズ：縦10×横8㎝

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 【千社札キーホルダー
～キャッチフレーズver. ～】

NEW 【PENALTYマルチドットポロシャツ】

レア スーパーレア

ノーマル

サイズ：S/M/L/O/XO  
素材：ポリエステル 価格 ￥5,400
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