


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

「思い切ったプレーを」
全員で繋がり、ゴールに向かう

14は、「チームにとってプラスになる」そう手応えを口
にしつつ、マイボールの際の課題と意識すべきを語る。
　「いままで後ろで少し停滞していたところがあるので、
ボランチ2枚がうまく関わり、ボールを繋ぐ意識を持つ
ことで、前の3枚と両ウイングバックがもっと躍動して
動き出せると思う。そこも智さんの言う『繋がり』だと
思うので、みんなでより意識したい」
　名古屋戦の惜敗から中3日、今節はジュビロ磐田を迎
える。今季3年ぶりにJ1へと復帰した彼らは、現在1勝
3分3敗で14位につけている。
　3－4－2－1の布陣を敷く磐田とベルマーレの対戦は、
ミラーゲームが予想される。「個々の1対1が大事」茨田
は一戦を見据える。
　「ひとりが剥がされてしまうと後ろにひずみが出て2対
1をつくられてしまう。まずは目の前の相手に負けない
ことをみんなでしっかり意識してプレーしたい」
　そして厳しい現状を踏まえ、想いを口にした。
　「勝てていないと下を向いてしまい、プレーも消極的に
なってしまうけど、そういうときこそ思い切ったプレー
や若い選手の勢いあるプレーが力になるはず。そういう
ものを引き出しながら、前を向いてやっていきたい。い
い練習ができているからこそ、ここでひとつ勝ちを積み
上げれば自信になっていい形で進んでいくと思います」
　穏やかな言葉の奥に揺るぎない気持ちがにじむ。結果
を掴むべく、自身のプレーを余さず傾ける。

　勝利が遠い。タイトな連戦が続くなか、前節はアウェ
イで名古屋グランパスと戦い、1－2で敗れた。立ち上
がりまもなく今季初めてセットプレーからゴールを奪い、
幸先よく先制したものの、後半2失点し、逆転負けを喫
したのだった。リーグ戦ではまだ白星がなく、第5節鹿
島アントラーズ戦から3連敗を記している。
　結果が出ていない一方で、コンパクトな距離を保ちな
がらボールを奪い、素早く攻撃に転じてゴールに迫るなど、
山口智監督のもとで日々培うチームとしての繋がりは随
所に認められる。しかし、「まだまだ足りない」茨田陽生
は率直に指摘し、自身の考えを続ける。
　「全体で繋がっていくためには、ボールを持ったときに
自信を持って思い切りプレーすることが大事。ひとりが
怖がってパスをつけられないと、それに繋がっていた選
手が全員活かされなくなってしまう。怖がらずにプレー
することがゴールに繋がっていくと思います」
　自らそう語るように、そのプレーは前向きだ。とりわ
けフル出場した前々節サンフレッチェ広島戦と前節の名
古屋戦が印象深い。相手の懐に刺す縦パスや背後を捉え
るスルーパスなど、らしいプレーでチームに推進力をも
たらした。広島戦では際どいミドルを狙い、名古屋戦で
はセットプレーでアシストも記録している。
　広島戦を機に、彼らは3－4－3のフォーメーションに
もトライしている。ダブルボランチの一角を担う背番号

14 MF
茨田 陽生 BARADA AKIMI

2020年にJ2大宮アルディージャから完全移籍で加入し、今年
で在籍3年目。前節アウェイ名古屋グランパス戦では先制点と
なるコーナーキックのキッカーとして、鋭いボールを入れ大橋
祐紀の得点のアシストをした。
是が非でも勝利がほしいジュビロ磐田戦でも得意なキックで
チームを勝利に導くプレーに期待したい。

1991年5月30日（30歳）／千葉県浦安市出身／173cm・63kg



Match  information

湘南ベルマーレ

磐田とは先月ルヴァンカップで対戦し、
アウェイながら1－0でベルマーレが勝
利した。ただ、リーグ戦のメンバーは異な
るだろう。ピッチ上で攻守をコントロー
ルするのは遠藤保仁（写真）だ。かつて柏
時代に試合を通してマンツーマンで付い
た経験を持つ茨田は言う。「チームにリズ
ムを与える選手。ボールを持たせないこ
とが大事ですが、持たれたときはパス
コースの選択肢を減らしたい」。勝負のカ
ギを握るマッチアップとなりそうだ。

ジュビロ磐田 　監督 伊藤 彰
 １  GK 八田 直樹

 ２  DF 山本 義道

 ３  DF 大井 健太郎

 ５  DF 小川 大貴

 ６  DF 伊藤 槙人

 ７  MF 上原 力也

 ８  MF 大森 晃太郎

 ９  FW 杉本 健勇

10 MF 山田 大記

11 FW 大津 祐樹

14 MF 松本 昌也

17 MF 鈴木 雄斗

18 FW ジャーメイン 良

21 GK 三浦 龍輝

23 MF 山本 康裕

24 GK 梶川 裕嗣

25 DF 森岡 陸

26 DF 袴田 裕太郎

27 FW 吉長 真優

28 MF 鹿沼 直生

29 FW ファビアン ゴンザレス

30 MF 清田 奈央弥

31 MF 古川 陽介

32 MF 黒川 淳史

33 MF ドゥドゥ

36 DF リカルド グラッサ

37 GK アレクセイ コシェレフ

38 MF 藤原 健介

39 DF 高野 遼

40 MF 金子 翔太

50 MF 遠藤 保仁

ジュビロ磐田

湘 南 磐 田J1・第7節 スターティングメンバー

直近の試合結果
（黄緑/黄緑/黄緑） （白/サックスブルー/白）
直近の試合結果

MATCH ANALYSIS
※4/3日時点でのデータ

湘南ベルマーレ

町 野 修 斗
瀬 川 祐 輔

2
1

杉 岡 大 暉
アシスト アシスト

1

鈴 木 雄 斗
ジャーメイン良
大森晃太郎
大 津 祐 樹

4
2
1
1

松 本 昌 也
大井健太郎
遠 藤 保 仁
山 田 大 記
鈴 木 雄 斗

2
1
1
1
1

ゴール ゴール

第６節  湘南 ０●１ 広島
第７節  名古屋 ２●１ 湘南

第６節   柏  ２●０ 磐田
第７節  磐田 １△１ 川崎F

ジュビロ磐田

ⒸJ.LEAGUE

インターセプト
パス

クロス

ドリブル

ゴール

クリア

タックル

シュート

インターセプト
パス

クロス

ドリブル

ゴール

クリア

タックル

シュート

1 谷

11 タリク

10山田

14茨田

13 瀬川

17 大橋22 大岩

24 福島

5 古林

8 大野

3 石原

21 三浦

3 大井

6 伊藤

36 Rグラッサ

8 大森

23 山本康

50 遠藤

11 大津

17 鈴木

9 杉本

5 小川

Ranking

第8節 他会場の試合

4月10日（日） 
@アイスタ
@味スタ
@ノエスタ
@Ｅスタ
@カシマ
@豊田ス
@サンガＳ

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

清　水
FC東京
神　戸
広　島
鹿　島
名古屋
京　都

Ｇ大阪
浦　和
Ｃ大阪
福　岡
横浜FM
札　幌
鳥　栖

13:00
14:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

4月9日（土） 
@等々力vs川崎Ｆ 　柏19:00

※4/6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
12
12
15
16
17
18

　　  チ ー ム
鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
柏レイソル
横浜Ｆ・マリノス
ＦＣ東京
サガン鳥栖
セレッソ大阪
浦和レッズ
ガンバ大阪
サンフレッチェ広島
京都サンガF.C.
名古屋グランパス
アビスパ福岡
ジュビロ磐田
清水エスパルス
北海道コンサドーレ札幌
ヴィッセル神戸
湘南ベルマーレ

勝点
18
17
16
15
12
11
9
9
9
9
9
8
7
6
6
6
4
2

点差 
＋6
＋2
＋7
＋3
＋3
＋6
＋3
＋1
＋0
＋0
－1
＋0
－1
－3
－4
－5
－10
－7



DF 大野 和成
オオ ノ    カズナリ

MF 茨田 陽生
バラ ダ   アキミ

MF 米本 拓司
ヨネモト  タク ジセ ガワ  ユウスケ

FW 大橋 祐紀
オオハシ  ユウ キ

FW 根本  凌
ネ モト   リョウ

DF 福島 隼斗
フクシマ  ハヤ  ト

DF 畑  大雅
ハタ     タイガ

FW ウェリントン

GK 馬渡 洋樹
マワタリ   ヒロ キ

DF 大岩 一貴
オオイワ  カズ キ

MF 古林 将太
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
ワカツキ    ヤマト

FW 若月 大和

MF 鈴木 淳之介
スズ キ   ジュンノスケ

30

262523 242221

18 19

20

1716

9 10

11

27

7
ヤマ  ダ   ナオ キ

MF 山田 直輝

13

FW 鈴木 章斗
スズ キ    アキ ト

29
MF 平岡 大陽

ヒラオカ  タイヨウ
MF 原  直生

ハラ    ナオ  キ
MF 永木 亮太

ナガ  キ   リョウタ
DF 松村 晟怜

マツムラ   セ　 レ
DF 石井 大生

イシ イ    タイセイ
28

akko みっしー Ryuki 良い子悪い子普通のライダ

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

追いかけるペン。（＾＾）

勝つのは湘南 !
TAEKO

さあや
ほのか

YASUTAKA #99
riodros_22

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

追いかけるペン。（＾＾） Enjoy☆Football 岡崎電気工事/ベル車検

もとや＆よしき

ゆりちゃん ksmf1017 漢ならGOALに打ち込め

15

DF 岡本 拓也
オカモト  タク ヤ

FW 瀬川 祐輔
14

FW タリク

8

1 2

GK 立川 小太郎
タチカワ  コ  タ  ロウ

31 33

DF 蓑田 広大
ミノ ダ  コウダイ

FW 町野 修斗
マチ ノ   シュウト

32

タチ    コウ キ
DF 舘  幸希

43 5 6

どんな時も Believe☆かおる

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）。 

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

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
引換はこちらへ

 ➡

34 41

●一時退場、再入場時には、電子チケット（QR画面/ICカード）での認証が必要となります。
●入場時に使用した電子チケットと同じものをゲート内専用端末にかざしてください。
●代表者が複数枚チケットを保持している場合も再入場ご利用人数分のチケットが必要となります。

2022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

監督  山口  智
ヤマグチ  サトシ

DF 杉岡 大暉
スギオカ  ダイ  キ

DF 石原 広教
イシハラ  ヒロカズ

MF 田中  聡
タ ナカ   サトシ

【再入場について】

抽選プレゼント
•株式会社パイロットコーポレーション
 油性ボールペン「Acro1000」・・・・・・・・・・・・・・・・・・60名様
•株式会社イノアックコーポレーション オリジナルキッチンスポンジ10名様
•株式会社ハブ「HUB藤沢店 飲食券2,000円分」・・・20名様
•湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」ペアご招待券・・・・2名様



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

2022 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。
主にチケット認証補助・入場者数カウント・配布物の
配布・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
◇活動ポイント制の導入
　イベント優遇等、応じて素敵な特典をご用意しています。
◇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



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！

和串
鮎香
オカリナキッチン
雄満丸
二代目ぴいちゃんち
PUEN THAIFOOD湘南
クレープくれよん
レストランなんどき牧場
SITA
カフェアミーゴ
スマインミー
ブラジリアンフーズ ビーバス
ロケットチキン
FIVE STARS
Kitchen753
BULL'S
薪窯焼きpizzaUNCLEKEN
Kitchen Kanaloa

ワンズケータリング
manma

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⬇7ゲート側での出店⬇
⑲
⑳

☆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！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

❾❾
1010
111112121313

❺❺

❽❽
❼❼

❻❻

❶❶

❶～❼
❽～16

17
18

❷❷
❸❸❹❹

20
19

❶エコステーション
❷BELLMARE×TRAILKEG
　ポータブルビールサーバー受注受付ブース
❸ひまわりプロジェクトブース
❹ピースワンコブース

❺メルディアブース
❻「ベルマガ」販売ブース
❼ベルガチャステーション
❽フットダーツ＆スライダーブース
❾キングベルのパン屋さん

10湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
11湘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ベルマーレクラフトマーケット

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

12:00  先行入場8ゲートのみ（シーズンチケット会員の方）
 その後 一般入場 

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
　三の丸FC vs FC六会湘南台
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
14:35～  2022ベルマーレ応援ユニットご挨拶
14:40～  ゲストトーク 
長期療養児の自立支援事業「TEAMAMATES」 小野 楓選手入団のご挨拶
14:46～  ゲストトーク 
MELDIA GROUP　三栄建築設計スペシャルデー
MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計 執行役員 西澤 紀之 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/秋山 翼くん、市来彩弥ちゃん

市来舞弥ちゃん、田中琴蛍ちゃん
　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/大山雅和さん、大山紘美さん

平井町子さん、平井遥香さん
15:00～  MELDIA GROUP 三栄建築設計スペシャルデー 花束贈呈
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計
　　戸建事業本部 住宅営業事業部 部長 太田 雅彦 様
   　首都圏第５事業部 横浜支店 工事課 課長 佃  拓哉 様

   MELDIA GROUP 株式会社MAI 
　　生産本部 投資設計課 課長 林  深志 様
15:03  キックオフ
ハーフタイム
スペシャルデーパフォーマンス 「it’s sunny」の応援SHOWTIME
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 / BELIEVE賞 表彰
MOMプレゼンター 
　相模石油株式会社 本社サポートセンター 執行役員 小菅 標彦 様
花束 
　相模石油株式会社 本社サポートセンター 山本 真名美 様
BELIEVE賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 本社サポートセンター 主任 渡邉 安理沙 様
MELDIA GROUP 三栄建築設計スペシャルデー 
MELDIA Special Award賞 表彰 
　MELDIA GROUP 株式会社三栄建築設計 
　　代表取締役専務 小池 学 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
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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
誕生日を迎える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
2022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30日（土）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。
※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。

⬆詳細はこちら

福島ユナイテッドFC情報
第6節 4/17（日）13:00 
　vs ＳＣ相模原 @とうスタ[H］
第7節 4/29（金・祝）14:00 
　vs 愛媛ＦＣ @ニンスタ[A］

vs ＦＣ東京
YLC グループステージDグループ 第４節

19:00kick off4/13（水）
次回ホームゲーム

⬆詳細はこちら

2022年度 4月からのサッカースクール新規会員を
募集いたします。専用Webフォームからお申込みい
ただき、4月15日（金）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5,500円オフ・
ベルマーレタオルマフラープレゼント】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 1,650円 +タオルマフ
ラープレゼント！
◇募集受付期間
2022年3月1日（火）～4月15日（金）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、2022年4月15日（金）ま
でに受講開始が決定した方に限ります。
◇対　象  2022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

サッカースクール2022年度　
新規スクール生募集
【入会金5,500円オフ+プレゼントあり！】

「ひまわりプロジェクト」実施のお知らせ
現在ロシアより軍事攻撃を受け、多くの被害を受け
ているウクライナへの支援として「ひまわりプロ
ジェクト」を実施することとなりました。
ウクライナの国花であるヒマワリを湘南地域に咲か
せるため、ホームゲームにてヒマワリの種を配布さ
せていただきます。
怯えている子どもたちが戦禍を生き抜き、1年また1
年と成長し逞しくなっていくことを願い、応援する
ために。ウクライナの子どもたちの成長を願い、幸せ
な将来を祈り、一緒にヒマワリを咲かせてください。
【ヒマワリの種配布について】
◇日　程  4月10日（日）ジュビロ磐田戦
◇時　間  11:00～ 15:00
◇場　所  キングベルパーク「ひまわりプロジェクトブース」
◇協　力  ●認定NGO法人世界の医療団　
　●ピースウィンズ・ジャパン　●studio COOCA
　●横溝さやか
◇その他  ブースに募金箱を設置させていただきま
す。認定NPO法人世界の医療団、ピースウィンズ・
ジャパンのご協力のもとウクライナへの支援とし
て使用させていただきます。皆さまの温かいご支
援を何卒よろしくお願いいたします。

石原直樹選手が2021シーズンをもって
現役を引退しました。引退に際しまして、
ジュビロ磐田戦の試合後に「石原直樹引退
セレモニー」を実施することとなりました。
【引退セレモニーについて】
◇時　間  試合終了後
◇内　容  花束贈呈、石原直樹によるご挨拶
【プロフィール】
◇氏　名  石原 直樹（イシハラ ナオキ）
◇ポジション  FW
◇生年月日  1984年8月14日（37歳） 群馬県出身
※通算… J1リーグ（324試合/71得点）、J2リーグ（143試合
/41得点）、カップ戦（44試合/7得点）、天皇杯（33試合/8得点）

石原直樹 引退セレモニーについて！



グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

NEW

NEW

NEW

NEW

【販売場所・時間】  
〈キングベルパークグッズブース〉 11:00～ 試合終了から30分後（17:30頃）まで
〈中央Gグッズ売店〉 13:00～ 試合終了から30分後（17:30頃）まで

【販売場所・時間】  
〈キングベルパークグッズブース〉 11:00～ 試合終了から30分後（17:30頃）まで
〈中央Gグッズ売店〉 13:00～ 試合終了から30分後（17:30頃）まで

サイズ：約縦28㎝×横38㎝
素材：ポリエステル100％

【PENALTY
フラップショルダーバッグ】

価格 ￥6,930

サイズ：フリー
素材：ポリエステル100％

【PENALTYキャップ】

価格 ￥3,630
サイズ：S/M/L/O/XO
素材：コットン100％

【PENALTY
スウェットパーカー】

価格 ￥7,590

サイズ：S/M/L/O/XO
素材：ポリエステル100％

【PENALTY
選手着用モデル移動用ジャージ】

価格 ￥9,020

ベルガチャ

●サイズ：約縦13㎝×横13㎝
●素材：コットン

【ミニポーチ
～1stユニフォームver. ～】
全35種類よりランダム

★１回 5００円★
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