


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

混戦模様のリーグ戦
ホームの力を受け止め、勝ち切りたい

上手く、ゲームを読む能力にも長けている。リスペクト
しつつ、自分もトライしています」
　本人には言わないけど、と笑いながら明かした人知れ
ぬ努力の賜物だろう、いまは対峙する相手の状況や動き
がよく見えているという。成長への飽くなき探究心と心
身の充実が高パフォーマンスをもたらしていることは、
ルヴァンカップの少ない失点数も裏付ける。
　今節は、その谷の所属元であるガンバ大阪を迎える。
新型コロナウイルス感染症の影響で日程変更を余儀なく
された彼らの勝利は遠い。長らく下位を抜け出せぬまま、
10試合を終えたところで監督交代に踏み切った。その後
徳島ヴォルティスを降して今季ホーム初勝利を挙げるな
ど、新体制に移行しながら上昇気流を掴もうとしている。
　「ガンバの選手はみんな能力が高い」富居は冷静に相手
を評したうえで、言葉を重ねる。
　「相手どうこうよりもまずは自分たちが大事。ルヴァン
カップの6試合もつねにそうやって臨んできた。まずは
自分のプレーをしっかりやりたい」
　ここまでカップ戦を軸に戦ってきた自身にとって、今
節はリーグ戦今季初出場となる。
　だが富居は言う。
　「ルヴァンカップもリーグ戦も僕のなかでは大切な1試
合。いつもどおり、チームのためにやれればいい」
後悔のないよう、つねに最善の準備を尽くす。今日も気
負わず揺るがず、勝利を目指すのみだ。

　安定したパフォーマンスが印象深い。GK富居大樹は
今季ルヴァンカップグループステージ全6試合にフル出
場し、計3失点に抑えて、チームのプレーオフステージ
進出に大きく寄与した。
　不定期に訪れるカップ戦に加え、リーグ戦にも全試合
帯同している。コンディションを維持するのは決して容
易ではないはずだが、それでもプレーの安定感を保てて
いるのは、内面に理由を辿れるようだ。「今年はメンタル
の部分で充実している」と語る。
　「試合への気持ちの持っていき方もブレてないし、たく
さん練習し、やるべきことを全部やって試合に臨んでい
るので、コンディションも含めて充実している。それが
落ち着いてプレーできている要因かなと思います」
　背景には昨季の反省がある。
　「去年はあまりうまく調整できなかったので、今年は同
じような1年を繰り返さないように、去年の反省を活か
して自分ができることをしっかりやり、チームに還元し
たいという想いが強い。その気持ちが自分の身体とうま
くマッチしているのではないかと思います」
　加えて、向上心も得難い。全体練習を終えてもなお、
「もっとやりたい」と自主練で汗を流す。後輩の谷晃生の
プレーから学ぶところも多いという。
　「晃生はクロスに対して強いし、相手の体勢を見て、ど
う蹴ってくるかなど予測する能力も高い。体の使い方も

23 GK
富居 大樹 TOMII DAIKI

2018年に山形から加入し今年在籍4年目。
落ち着いた対応とシュートストップで存在感を発揮。また持ち
前のビルドアップ能力を活かし、攻撃への第一歩も担うゴール
キーパー。4人のGKの中で最年長であり、その人間性と練習か
ら惜しまぬ努力で後輩を引っ張っている。今日の一戦も無失点
に期待したい。

1989年8月27日生（31歳）／埼玉県さいたま市出身／182cm・74kg



Match  information

湘南ベルマーレ

 １  GK 東口 順昭

 ３  DF 昌子 源

 ４  DF 藤春 廣輝

 ５  DF 三浦 弦太

 ６  MF チュ・セジョン

 ８  MF 小野瀬 康介

 ９  FW レアンドロ・ペレイラ

10 MF 倉田 秋

11 FW 小野 裕二

13 DF 菅沼 駿哉

14 MF 福田 湧矢

15 MF 井手口 陽介

16 DF 佐藤 瑶大

17 MF 奥野 耕平

18 FW パトリック

19 DF キム・ヨングォン

20 FW 一美 和成

21 MF 矢島 慎也

22 GK 一森 純

23 GK 林 瑞輝

24 DF 黒川 圭介

25 GK 石川 慧

27 DF 髙尾 瑠

28 FW ウェリントン・シルバ

29 MF 山本 悠樹

30 FW 塚元 大

31 GK 加藤 大智

32 FW チアゴ・アウベス

33 FW 白井 陽斗

34 FW 川﨑 修平

39 FW 宇佐美 貴史

40 DF シン・ウォノ

ガンバ大阪

湘 南 G大阪

序盤戦で出遅れたガンバ大阪。だが代表
経験のあるメンバーが多数揃っているよ
うに、個々の能力とポテンシャルの高さ
はリーグ屈指だ。今季は失点を抑えてい
る反面、得点力に課題が浮かぶ。攻撃の鍵
を握るのは宇佐美貴史（写真）。前線で
ボールを引き出し、チームにリズムをも
たらす。決定力にも優れ、パトリックとと
もに乗せてはいけないキーマンのひとり
だ。ベルマーレとしてはいい守備から素
早く攻め込み、堅守を攻略したい。

ガンバ大阪 　監督  松波 正信

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16節スターティングメンバー

第15節 福岡 ２●１ 湘南
第16節 湘南 １△１ 川崎F

第15節 FC東京 １●０ G大阪
第16節 G大阪 ２○１ 徳島

ⒸJ.LEAGUE

1 谷

27 池田

32 田中

9 ウェリントン

33 町野

3 石原(広)

4 舘

26 畑

8 大野
10 山田

42 高橋

1 東口

8 小野瀬

3 昌子

5 三浦

19 キム・ヨングォン

18 パトリック

10 倉田

39 宇佐美 21 矢島

15 井手口

47 旗手

J1リーグ 第21節 
@ニッパツvs横浜FC 川崎Ｆ19:00

YBCルヴァンカップ プレーオフ 第1戦 
@アイスタvs清　水 鹿　島19:00

第2戦 6月13日（日）
vs FC東京（Bグループ1位） @レモンＳ17:00

第1戦 6月5日（土） 
vs FC東京（Bグループ1位） @駒沢14:00

Ranking
※5/27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
名古屋グランパス
サガン鳥栖
横浜Ｆ・マリノス
アビスパ福岡
鹿島アントラーズ
ヴィッセル神戸
浦和レッズ
サンフレッチェ広島
セレッソ大阪
ＦＣ東京
北海道コンサドーレ札幌
徳島ヴォルティス
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
柏レイソル
ベガルタ仙台
ガンバ大阪
大分トリニータ
横浜ＦＣ

勝点
49
36
32
31
29
27
27
27
25
22
21
19
18
16
15
14
13
10
9
7

点差 
＋33
＋9
＋15
＋16
＋3
＋9
＋5
＋1
＋2
＋2
－5
＋1
－7
－3
－7
－8
－16
－9
－13
－28

6月2日(水) 他会場の試合

【2021JリーグYBCルヴァンカップ
 プレーオフステージ 試合日程】

J1リーグ第16節 川崎F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

伊皿子楽部 Enjoy☆Footbal l

TAEKO

ハラミ

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

追いかけるペン。（＾＾）
かと☆れい

Do your best!

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

追いかけるペン。（＾＾） Enjoy☆Footbal l湘南12＠あっきー

市岡勇一郎

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

6/13（日）
FC東京戦
受付中!





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！

つじ道ラーメン
カフェアミーゴ
ソフトタコス ベラクルス
レストランなんどき牧場
Shallow Bee
クレープ くれよん
CLOVER
丼もの屋
GUARDFOODTRUCK
BULL'S(DA FIORI)
鳥仲商店

MOONKEBAB
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！
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6/13FC東京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
❸BELLMARE PROJECTブース
❹明治安田生命 平塚支社ブース

❺明治安田生命キックターゲットブース
❻湘南ベルマーレプロデュース
　お弁当販売ブース
❼勝利のハイタッチポップコーン

❽明治安田生命 大船支社ブース
❾湘南ベルマーレフットサルクラブブース

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
　湘南ベルマーレ強化特待クラス

17:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
18:20～18:45  選手ウォーミングアップ
18:46～  ゲストトーク 
　明治安田生命スペシャルデー
　　明治安田生命保険相互会社 大船支社 支社長 田中 泰行 様
　　明治安田生命保険相互会社 平塚支社 支社長 浅野  康 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/稲川海帆ちゃん、日高 湊くん

水口蒼士くん、福原慶士くん
宮崎優介くん、飯田琥羽くん
柿木耀斗くん、柿木駿斗くん
安武新時くん

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/添田哲男さん、添田琉矢さん
中村裕子さん、熊坂志奈子さん

19:00～  明治安田生命スペシャルデー
花束贈呈
　明治安田生命保険相互会社 大船支社 支社長 田中 泰行 様
　明治安田生命保険相互会社 平塚支社 支社長 浅野  康 様

19:03  キックオフ
ハーフタイム
OneBellmare！リレー対決！

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 青木 明美 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 寺崎 千洋 様



福島ユナイテッドFC情報
第10節 6/6（日）13:00 
　vs ＦＣ岐阜 @とうスタ[H］
第11節 6/13（日）14:00 
　vs カマタマーレ讃岐 @ピカスタ[A］

★タチバナスペシャルデー

石井・村上ペア 東京2020ビーチバレーボール
日本代表チーム決定戦優勝&東京五輪代表内定！！

vs FC東京
YLC プレーオフステージ 第２戦

17:00kick off6/13（日）
次回ホームゲーム

湘南ベルマーレビーチバレーチームの石井美樹選手
（ペア村上めぐみ選手）が優勝し、東京2020オリン
ピックビーチバレーボール競技の開催国枠代表に内
定しました！
（庄司憲右選手が出場する男子大会は6月5日・6日に
開催されます）

【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！！
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
　※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。

⬆詳細はこちら

▲第4弾
　クリアファイル

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

⬆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。

◇二次お申し込み締切  6月24日（木）まで
☆納品予定：8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。

「2021湘南ベルマーレ夏のうちわ企画」
のご案内！！

谷晃生選手 U-24日本代表メンバーに
選出のお知らせ！
U-24日本代表メンバーに湘南ベルマーレの谷晃生
選手が選出されましたのでお知らせいたします。
【主なスケジュール】
◆国際親善試合 vs U-24ガーナ代表
　6月5日（土）19:25 
　＠福岡／ベスト電器スタジアム
◆国際親善試合 vs ジャマイカ代表
　6月12日（土）13:35 
　@愛知／豊田スタジアム

「第70回 神奈川中央交通無料サッカー教室」
開催のお知らせ！
オフィシャルクラブパートナーである神奈川中央交
通株式会社様の主催により、今シーズンも湘南ベル
マーレのコーチによる無料サッカー教室を開催いた
します。
◇開催日  2021年7月17日（土）
受付開始：14:00  スクール：14:30～ 16:00
雨天決行、荒天中止
◇対象者
「年中～2年生」40名の男女（初心者
の方でも奮ってお申し込みください）
※親子サッカーではございません

⬆詳細はこちら

⬆詳細はこちら



明治安田生命 大船支社 平塚支社は
湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナーです

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
※今節はハーフタイム終了（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。

NEW
※ベル12会員割引対象外

※お好きな選手をお選びいただけます

NEW

価格 ￥1,000

【2021プレーヤーズうちわ】

【選手着用モデル
ノースリーブシャツ】

ベルガチャ

サイズ：縦5.5×横3.5㎝サイズ：S／M／L／O／XO
素材：ポリエステル

サイズ：約縦42×横30㎝

価格 ￥5,600

★１回 5００円★
全32種類 全選手

（2種登録・特別指定選手を除く）

全32種類 全選手
（2種登録・特別指定選手を除く）

【アクリルキーホルダー
～梅雨ver. ～】
【アクリルキーホルダー
～梅雨ver. ～】
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