


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

勝点の近い両者の一戦
連敗を止め、反攻の狼煙を上げたい

取ることも自分の大事な仕事。しっかり一発を仕留めら
れる選手になりたい」大橋はそう自身に矢印を向ける。
　ホームに帰る今節は、現在14位の清水エスパルスを迎
える。ロティーナ監督のもとで上位進出を志す彼らもまた、
中断期間を挟んで2分2敗と勝利から遠ざかっている。5
連敗中の17位ベルマーレとは勝点3差、今節は残留争い
の今後を占う分水嶺となるかもしれない。
　4月に行なわれた前回対戦は1－1で互いに勝点を分け
合った。ホームの清水が主導権を握り、先制点を奪った
が、この日今季初出場を記したウェリントンがヘディン
グシュートを仕留め、ベルマーレが終盤追いついた。
　「前から守備をハメようとしたときに、エウシーニョ選
手やテクニックのある中盤の選手にプレッシャーをうま
く剥がされてしまった」大橋は清水と対戦した際の印象
をひもとき、今節の戦いを見据える。
　「前線には強さを備えた外国籍選手もいるし、言うまで
もなくいいチーム。挑戦者として向かっていきたい。先
制点を取れると気持ち的にも落ち着くと思うので、自分
としては得点を取ることにしっかりフォーカスしたい」
　攻守の弛まぬ献身が得難い。前々節鹿島アントラーズ
戦では待望の今季初ゴールもマークした。「ずっとやり続
けてきたことが結果に出てよかった」大橋は語り、さら
に言葉を継ぐ。「でも、これからもっともっと取っていき
たいという想いのほうが強い。得点を取って勝ちたい」
　勝利を求め、静かにその感覚を研ぎ澄ます。

　悔しい敗戦が続いている。ベルマーレは前節アウェイ
で名古屋グランパスと対戦し、0－1で敗れた。
　決して悪い内容ではなかった。とりわけ前半はポゼッ
ションを高めてリズムを掴み、相手陣内に展開する機会
も多かった。だが両者スコアレスで折り返すと、後半は
ホームチームに押し込まれ、コーナーキックから得点を
奪われた。ベルマーレも最後までゴールに迫ったものの
枠を捉えきれず、そのまま長い笛を聞いたのだった。
　「中盤でボールを持ったときに、相手が強くディフェン
スに来なかったこともあり、ある程度余裕を持って前に
進めたと思う」くだんの一戦にフル出場した大橋祐紀は
前半を振り返りつつ、自戒も込めて冷静に分析する。
　「僕自身、あいだでボールを受けようと顔を出していま
したが、その先の一歩が足りなかった。自分の強みを活
かすためにも、もっとゴール前で前を向き、怖いプレー
をしたかった。点を取ることを第一に考えているなかで、
そこまで行く機会は少なかったと思います」
　中断明け以降、チームは3－4－2－1のフォーメー
ションに取り組んでいる。個々の高い意識とともに粘り
強い守備が体現されている一方で、いかに攻撃へ移行し、
決定機に繋げるか、得点力を高める伸びしろはまだまだ
残されているに違いない。
　ただ、そのうえで自身に厳しく求めるのは、ストライ
カーとしての責任感ゆえだろう。「個人で打開して得点を

17 FW
大橋 祐紀 OHASHI YUKI

2019年に中央大から湘南ベルマーレでプロのキャリアをス
タートさせ、今シーズン3年目。相次ぐ大きな怪我で長期離脱を
余儀なくされたが、コツコツとリハビリを重ねた。昨季終盤に
復帰し、ストライカーとしての非凡な才を試合の中で幾度も見
せた。今季はここまで17試合に出場とコンスタントにピッチに
立ち、ゴール前での存在感はもちろん攻守において献身的にプ
レーしチームを助けている。

1996年7月27日生（25歳）／千葉県松戸市出身／180cm・74kg



Match  information

湘南ベルマーレ

第25節 他会場の試合

湘 南 清 水

目下4戦未勝利の清水。前節はガンバ大
阪とホームで対戦し、シュート数では14
対5と圧倒しながらも決め切れず、0－1
で苦杯をなめた。決定力に課題が見受け
られる反面、セットプレーの得点力は高
い。かたや複数失点を喫する試合も少な
くなく、セットプレーの守備も課題と言
えそうだ。とはいえチーム得点王のチア
ゴサンタナをはじめタレントは粒揃い。
今夏加入したMF松岡大起（写真）やDF井
林章らもさっそく存在感を放っている。

直近の試合結果 直近の試合結果
（黄緑/緑/緑）

J1・第24節 スターティングメンバー

第23節  湘南 １●２ 鹿島
第24節  名古屋 １●０ 湘南

 １  GK 大久保 択生
 ２  DF 立田 悠悟
 ３  MF ホナウド
 ４  MF 原 輝綺
 ５  DF ヴァウド
 ６  MF 竹内 涼
 ７  DF 片山 瑛一
 ９  FW チアゴ サンタナ
10 FW カルリーニョス ジュニオ
11 MF 中山 克広
13 MF 宮本 航汰
14 FW 後藤 優介
16 MF 西澤 健太

17 MF 河井 陽介
18 DF エウシーニョ
19 FW ディサロ 燦シルヴァーノ
20 MF 中村 慶太
21 DF 奥井 諒
22 MF ヘナト アウグスト
23 MF 鈴木 唯人
24 FW 藤本 憲明
25 GK 永井 堅梧
26 MF 滝 裕太
27 FW 指宿 洋史
31 GK 福井 レオナルド 明
32 MF ベンジャミン コロリ

33 MF 松岡 大起
34 DF ノリエガ エリック
37 GK 権田 修一
38 DF 井林 章
39 DF 山原 怜音
41 GK 中島 惇希
42 DF 菊地 脩太
43 FW 千葉 寛汰
49 FW 加藤 拓己
50 DF 鈴木 義宜

清水エスパルス 　監督  ミゲル アンヘル ロティーナ

清水エスパルス
（シルバー/シルバー/シルバー）

第23節  清水 ２△２ 横浜FM
第24節  清水 ０●１ G大阪

ⒸJ.LEAGUE

1 谷

17 大橋14 茨田

32 田中

9 ウェリントン3 石原(広)

22 大岩

42 高橋

2 杉岡

20 名古

26 畑

37 権田

4 原

38 井林

5 ヴァウド

7 片山

23 鈴木

9 チアゴ サンタナ

16 西澤

17 河井

33 松岡

14 後藤

8月22日（日）
@豊田スvs名古屋 福　岡19:00

8月21日（土）
@ニッパツ
@ノエスタ
@三協Ｆ柏
@パナスタ
@ヨドコウ
@Ｅスタ
@鳴門大塚
@昭和電ド

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

横浜FM
神　戸
　柏
Ｇ大阪
Ｃ大阪
広　島
徳　島
大　分

仙　台
鹿　島
鳥　栖
FC東京
横浜FC
川崎Ｆ
浦　和
札　幌

18:00
18:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Ranking
※8/15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
横浜Ｆ・マリノス
鹿島アントラーズ
サガン鳥栖
ヴィッセル神戸
名古屋グランパス
浦和レッズ
北海道コンサドーレ札幌
ＦＣ東京
アビスパ福岡
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
セレッソ大阪
柏レイソル
清水エスパルス
徳島ヴォルティス
湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台
大分トリニータ
横浜ＦＣ

勝点
62
56
41
41
41
40
38
35
35
33
31
29
27
24
24
23
21
19
16
15

J1リーグ第21節 名古屋戦「TRACKING DATA」

点差 
＋40
＋30
＋16
＋15
＋13
＋4
＋1
＋1
－1
－3
＋2
－5
＋1
－9
－9
－12
－7
－18
－24
－35
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Do your best!

ビリー ㈱岡崎電気工事
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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

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

★
サポート多数のため

下記に掲載

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！

引換はこちらへ

 ➡

1 谷 晃生  abzukstyle / aino / bell_coro / DON / Haruna_00 / mako / Planet / RIKA / riodros_22 / YASUTAKA #99 / Ymk☆Myk / アロハ /おひな /  
　けい☆まどか / ニンニンJr. / ねね / はるか / ヒーローS / みぃさん / みりあ / りこ / 下地 瑠伊 / 菊地 理緒 / 小林 美和 / 中条 恵美 / 畑岡 亜優 / 満薗 萌生

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。

MF 古林 将太 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

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

2622 232120

17 18

19

1614

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

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

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

DF 杉岡 大暉
スギオカ  ダイ  キ

2
GK 谷  晃生

タニ    コウセイ
監督  浮嶋  敏

ウキシマ    ビン

FW ウェリントン ジュニオール
39

MF オリベイラ
40

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）。 

マッチデープレイヤーズアシストとは
⬇詳細はこちら

8/29（日）
浦和戦 受付中!

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
•学校法人清水学園
 「amo’calcio×湘南ベルマーレコラボトートバッグ」1名様

•株式会社フジタ「FUJITA復刻ユニフォーム」150名様
•箱根町「彫刻の森美術館･ラリック美術館･ガラスの森美術館･
 成川美術館･星の王子さまミュージアム」ペアご招待券5名様
•湯河原町「こごめの湯･町立湯河原美術館･湯河原町総合
 運動公園パークゴルフ場」ペア招待券・・・・・・・・・・5名様
•真鶴町 タカヤナイ「あじサブレ1箱」･松本農園「はちみつ
 1本」･「中川一政美術館･遠藤貝類博物館」招待券  5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



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



小田原牧場アイス工房
CLOVER
ぴぃちゃんち
Baran
クレープ くれよん
丼もの屋
レストランしょうりん亭まついＳｕｎち
Meg's Kitchen
COCONUT TREE
カフェアミーゴ
ROCKET CHICKEN
Shallow Bee
鳥仲商店

サンメッセしんわ
ワンズケータリング

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⬇7ゲート側での出店⬇
⑭
⑮

☆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。
❶エコステーション
❷フジタプレゼントブース
❸ベルガチャステーション
❹「amo’calcio×湘南ベルマーレ
　コラボトートバッグ」展示＆受注受付ブース

❺献血ブース
❻足柄下郡PRブース
❼ALTEX ASIAブース
❽フットダーツ＆スライダーブース

❾湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
10勝利のハイタッチポップコーン
11ポスター＆ポケスケ配布ブース
12キングベルの挑戦状ブース

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9/18アビスパ福岡戦を予定しております。

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

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
　箱根明星ＦＣ/湯河原サッカースポーツ少年団 vs 南足柄ＴＣ
17:55～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
18:00～  湘南ベルマーレチアリーディングチーム 

　「LUCIS（ルーキス）」パフォーマンス
18:20～18:45  選手ウォーミングアップ
18:34～  足柄下郡ホームタウンデー ゲストトーク 
　　箱 根 町 勝俣 浩行 町長
　　真 鶴 町 松本 一彦 町長
　　湯河原町 菅沼 浩行 教育長
18:40～  南足柄市ホームタウンデー ゲストトーク 
　　南足柄市 加藤 修平 市長
18:46～  フジタスペシャルデー ゲストトーク 
　　株式会社フジタ 代表取締役社長 奥村 洋治 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/飯泉佑昂くん、小島悠慎くん、

中村楓真くん、中村柊仁くん
　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/長岡 毅さん、長岡純子さん

大舘一翔さん、藤間陽澄さん

19:00～  フジタスペシャルデー・ 
足柄下郡/南足柄市ホームタウンデー

花束・記念品贈呈
　株式会社フジタ 代表取締役社長 奥村 洋治 様
　箱 根 町 勝俣 浩行 町長
　真 鶴 町 松本 一彦 町長　
　湯河原町 菅沼 浩行 教育長
　南足柄市 加藤 修平 市長

19:03  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 スポーツ関連ビジネス事業部 
　部長代行 安西 和志 様
花束 安西 さつき 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　安西 立希 様



福島ユナイテッドFC情報
第16節 8/28（土）18:00 
　vs ＦＣ岐阜 @長良川[A］

夏のeスポーツ企画第2弾！世界中で爆発的な人気の
ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」でキングベルI
世のおともだちを作ってみよう！作成した画像と本
文に「作成したおともだちのコンセプト」と「#キング
ベルのおともだち」をつけてTwitterに投稿くださ
い。投稿いただいた中から実際にキングベルI世がベ
ストフレンドを選び、選ばれた方にはキングベルI世
からプレゼントが贈られます。ぜひオリジナリティー
溢れるおともだちをご紹介ください！
◇投稿期間  8月6日～8月31日まで

★平塚市ホームタウンデー

詳細はこちら➡

vs 浦和レッズ
明治安田生命J1リーグ 第27節

19:00kick off8/29（日）
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

⬆詳細はこちら

茅ヶ崎市の柳島スポーツ公園内にホームタウンにも
多数サイクルショップを運営されていらっしゃる、
セオサイクル様による「バイシクルセオ ベルマーレ
サイクルステーション茅ヶ崎柳島スポーツ公園店」
がOPENしましたのでお知らせいたします！
コロナ禍で自転車ブームが続いておりますがお客様
のニーズを伺いなからサイクリングに最適なバイク
選びが出来る環境になっています！柳島スポーツ公
園をご利用される方まで是非一度ショップにお立ち
寄りください。皆様のお越しをこころよりお待ちし
ております！
◇店舗情報
バイシクルセオ ベルマーレサイクルステーション 
茅ヶ崎柳島スポーツ公園店
営業時間：10:00～19:00
定休日：毎週水曜日 8月は休まず営業いたします！
住所：神奈川県茅ヶ崎市柳島1300
TEL： 0467-40-3166
アクセス：JR茅ヶ崎駅北口バス停から公園まで直
通（約15分）
お車：柳島スポーツ公園の駐車場をご利用下さい。
当店ご利用で2時間まで無料

新店舗OPEN! バイシクルセオ ベルマーレサイクル
ステーション茅ヶ崎柳島スポーツ公園店！！

「第71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9月11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
幼児」クラス（年中・年長対象）：20名
「小学1・2年生」クラス：20名
※親子サッカーではございません

◇会場
湘南ベルマーレアスレティックセンター 
フットサルコート
住所：神奈川県藤沢市大庭5021-1
◇お申し込み締切日
2021年8月30日（月）必着 ⬆詳細はこちら

8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

夏のeスポーツ企画第2弾「Minecraftで
キングベルI世のおともだちを作ろう！」！

誕生日を迎える大野和成選手、田中聡選手、石原直樹
選手、大岩一貴選手、富居大樹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  8月31日（火）23:59まで
※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。
※8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。

⬆詳細はこちら



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。

営業時間:16:00～キックオフまで
《実物展示＆受注受付！》

【amo’calcio×湘南ベルマーレ
コラボトートバッグ】

【プレーヤーズキャラクターポーチ
～法被ver. ～】

【プレーヤーズユニフォームフェイスタオル】
価格 ￥2,900

全31種類 全選手＋キングベル
（2種登録・特別指定選手、杉岡選手を除く）

全32種類 全選手+12番
（2種登録・特別指定選手を除く）

サイズ：約縦20×横27㎝
素材：コットン

サイズ：約縦34×横84㎝
素材：綿/ポリエステル

価格 ￥1,600

サイズ：A3Wサイズ
高さ33×横48×幅15㎝

価格 ￥27,500

ベルガチャ

●ノーマル
　アクリルスタンドキーホルダー
　サイズ：約縦5.5cm×3.5cm

●スーパーレア
　キャンバスキャラパネル
　サイズ：約縦22×横27㎝

★１回 5００円★
全31種類 全選手+キングベル
（2種登録・特別指定選手、杉岡選手を除く）

【アクリルスタンドキーホルダー
～甚平ver. ～】
【アクリルスタンドキーホルダー
～甚平ver. ～】
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