Match Preview
「目の前の相手に負けない」
結果にこだわり、勝利を求める
桜もほころぶ前回対戦の記憶は新しい。YBCルヴァン
カップグループステージ第3節、ベルマーレはFC東京と
アウェイで戦い、1−2で敗れた。
黒星こそ喫したが、すべてが否定されるような内容で
はなかった。コンパクトな距離を保ち、タイトに寄せて
ボールを奪い、あるいはセカンドボールを制して攻撃に
転じていく。前向きな守備から素早くゴールへと向かう
のは、日々馬入で育むトレーニングの成果に違いない。
事実マイボールとすれば、縦パスやスルーパス、ときに
サイドから仕掛けて幾度か好機をつくりもした。だが局

連動し、精度の高いクロスで好機をもたらしている。

面での不運なミスもあり、先に2点を奪われてしまう。

「最初はなかなか試合に絡めずコンディション的にも難

池田昌生が終盤ゴール前に走り込んで1点を返したが、

しかったですが、試合に出るようになって、前に行く力

追いつくことは叶わなかった。

や1対1で負けないプレーを少しずつ出せていると思う」

「勝ち切れなかったのは残念」一戦をそう振り返るのは、
右サイドで攻守に駆けた古林将太だ。相手の印象ととも
に蘇る反省は、そのまま今節に通じよう。
「相手が後ろで繋いでいるときにパスカットしてショー
トカウンターも出せた。そういう場面を増やせれば勝ち
に繋がると思います」
ルヴァンカップは初戦から先発出場したものの、リー
グ戦の出場機会は限られていた。だが、第6節サンフレッ
チェ広島戦や第7節名古屋グランパス戦でスタメンを掴
むと、持ち前のドリブルや鋭いクロスでチャンスを演出
した。FC東京との前回対戦でも守から攻への切り替えに

古林は自身の感触を口にしつつ、一方でこうも言う。
「単発で終わることが多いので、試合のなかで継続して
二次攻撃、三次攻撃に繋げることが大事。なにより、そ
のうえで勝たなければいけない。しっかり結果にこだわ
らなければならないと感じています」
新型コロナウイルス感染症の陽性判定に負傷離脱、そ
して開幕から厳しい戦いが続いているチームの窮地に、
ジュニアから育つ生え抜きの想いは深い。
「こういうときこそ自分はしっかりチームのために動か
なければいけない。それは心がけています」
ルヴァンカップは現在2勝1敗と、Dグループ首位に立
つ。前回対戦で惜敗を喫した相手にリベンジを果たして
波に乗り、リーグ戦にも勢いを繋げたい。
古林は言う。
「戦術はもちろん、個々の戦いや目の前の相手に負けな
いこと、絶対点を取るんだという気持ちが大事。それを
持ち続けないといけない」
バックアップメンバーに回る試合もあったなかで、監
督の求めるものと自身のストロングポイントをつねにす
り合わせ、考えているという。「1日1日を大事に」そう
して向き合う日々をピッチに映し、結果を掴みにいく。

5 MF

古林 将太 KOBAYASHI SHOTA

1991年5月11日生（30歳）／神奈川県南足柄市出身／173cm・70kg
小学生からベルマーレに所属し、2010年にトップチームへ昇
格。その後他クラブへ移籍したが2019年に再びベルマーレへ
戻ってきた。タッチラインをアップダウンし続け、鋭く正確な
クロスでチャンスを演出する。ルヴァンカップはここまで3試
合を終え、2勝1敗。グループステージ突破に向け、古林のクロス
から得点が生まれる瞬間を見逃すな。
文：隈元大吾／写真：木村善仁

Match information
グループステージDグループ 順位表
※第3節終了時点

順位

ＦＣ東京

湘南ベルマーレ
（黄緑/黄緑/黄緑）

直近の試合結果
第６節 湘南 ０●１ 広島
第７節 名古屋 ２●１ 湘南

（青･赤/青/青）
直近の試合結果
第６節 横浜FM ２●１ FC東京
第７節 FC東京 ３○１ 神戸

J1・第7節 スターティングメンバー

湘南

3 石原

23 渡邊

10山田
22 大岩

13 瀬川

31 安部

17 大橋 9 Dオリヴェイラ

14茨田

16青木

24 Jスウォビィク

10 東(慶) 3 森重

11 タリク

15 アダイウトン

24 福島

5 長友

5 古林

ＦＣ東京

30 木本

監督 アルベル プッチ オルトネダ

１ GK 児玉 剛

19 FW 山下 敬大

40 MF 平川 怜

３ DF 森重 真人

20 MF レアンドロ

42 DF 東 廉太

５ DF 長友 佑都

23 MF 渡邊 凌磨

43 MF 梶浦 勇輝

６ DF 小川 諒也

24 GK ヤクブ スウォビィク 44 MF 松木 玖生

７ MF 三田 啓貴

25 DF 蓮川 壮大

45 MF 安田 虎士朗

８ MF 髙萩 洋次郎

28 DF 鈴木 準弥

46 DF 土肥 幹太

９ FW ディエゴ オリヴェイラ

29 DF 岡崎 慎

48 MF 荒井 悠汰

10 MF 東 慶悟

30 DF 木本 恭生

49 DF バングーナガンデ 佳史扶

11 FW 永井 謙佑

31 MF 安部 柊斗

50 DF エンリケ トレヴィザン

13 GK 波多野 豪

32 MF 寺山 翼

51 GK 小林 将天

15 MF アダイウトン

33 GK 林 彰洋

52 FW 熊田 直紀

16 MF 青木 拓矢

36 MF 西堂 久俊

53 MF 松本 愛己

17 MF 紺野 和也

37 DF 中村 帆高

54 MF 生地 慶多

18 MF 品田 愛斗

39 DF 岡庭 愁人

55 MF 俵積田 晃太
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グループステージDグループ 対戦表
第5節 4月23日(土)
14:00 福
15:00 磐

岡 vs 湘 南 @ベススタ
田 vs FC東京 @ヤマハ

19:00 FC東京 vs 福
19:00 湘 南 vs 磐

岡 @味スタ
田 @レモンＳ

グループステージ第4節 他会場の試合
4月13日(水)
Aグループ

19:00 Ｇ大阪 vs 大
19:00 Ｃ大阪 vs 鹿

分 @パナスタ
島 @ヨドコウ

19:00 徳 島 vs 清
19:30 名古屋
広

水 @鳴門大塚
島 @豊田ス

Ｂグループ
Cグループ

18:30 京
19:00 鳥

都 vs 札 幌 @サンガＳ
栖 vs 柏
@駅スタ

19:00 福

岡 vs 磐

Dグループ

田 @ベススタ

MATCH ANALYSIS
※4/7日時点でのデータ

湘南ベルマーレ

ＦＣ東京
ゴール

ゴール
シュート

ドリブル

41
クロス

タックル

パス
インターセプト

ゴール

町 野 修 斗
瀬 川 祐 輔
大 橋 祐 紀
アシスト

杉 岡 大 暉
茨 田 陽 生
ⒸJ.LEAGUE

点差

湘南ベルマーレ

クリア

今季より指揮を執るアルベル監督のも
と、ポジショナルプレーを志向するFC東
京。リーグ戦で上位争いを演じる彼らは、
ルヴァンカップでもベルマーレと勝点2
差のグループ2位につける。1−2で敗れ
た前回対戦の、とりわけ2点目が印象深
い。味方からパスを受けた三田啓貴（写
真）は、ドリブルで仕掛けて潔くミドルを
仕留めた。精度の高い左足で決定機も演
出している。質の高い個に対し、隙を与え
ず先手を奪って勝利に結びたい。

勝点

1

第6節 5月18日(水)

11 永井

8 大野

1谷

FC東京

チ ー ム

シュート

ドリブル

45
タックル

クロス

パス

クリア
インターセプト

ゴール

2
1
1

森 重 真 人
アダイウトン
ディエゴ オリヴェイラ
紺 野 和 也
安 部 柊 斗

2
2
2
1
1

1
1

ディエゴ オリヴェイラ
三 田 啓 貴
アダイウトン
紺 野 和 也
永 井 謙 佑

2
1
1
1
1

アシスト

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
マッチデープレーヤーズアシストとは

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、

ヤマグチ サトシ
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
監督 山口 智
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）。

3

イシハラ ヒロカズ

DF 石原 広教

タチ

4

コウ キ

DF 舘 幸希

5

コバヤシ ショウタ

MF 古林 将太

6

オカモト タク ヤ

DF 岡本 拓也

7

タ ナカ サトシ

MF 田中 聡

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

11
FW タリク

13

セ ガワ ユウスケ

FW 瀬川 祐輔

バラ ダ

14
アキミ

MF 茨田 陽生

15

ヨネモト タク ジ

MF 米本 拓司

16

ヤマモト シュウ ト

DF 山本 脩斗

20

ミノ ダ コウダイ

28

ヒラオカ タイヨウ

MF 平岡 大陽

9
FW ウェリントン

10

ヤマ ダ ナオ キ

MF 山田 直輝
もとや＆よしき

17

オオハシ ユウ キ

FW 大橋 祐紀

2

スギオカ ダイ キ

DF 杉岡 大暉

さあや

8

カズナリ

DF 大野 和成

1

コウセイ

Enjoy☆Football

アッキー 12

DF 蓑田 広大

オオ ノ

タニ

GK 谷 晃生

マチ ノ

19

18

シュウト

FW 町野 修斗

ネ モト リョウ

FW 根本 凌

ksmf1017

21

マワタリ ヒロ キ

GK 馬渡 洋樹

スズ キ

29

アキ ト

FW 鈴木 章斗

22

オオイワ カズ キ

DF 大岩 一貴

トミ イ

23

ダイ キ

24

フクシマ ハヤ ト

GK 富居 大樹

DF 福島 隼斗

えりな

Ryuki

30

スズ キ ジュンノスケ

31

タチカワ コ タ ロウ

MF 鈴木 淳之介 GK 立川 小太郎

マツムラ

32

セ

レ

DF 松村 晟怜

ワカツキ

25
ヤマト

FW 若月 大和

イシ イ

33

タイセイ

DF 石井 大生

26

ハタ

タイガ

ハラ

ナオ キ

DF 畑 大雅

イケ ダ

34

MF 原 直生

27

マサ キ

FW 池田 昌生

41

ナガ キ リョウタ

MF 永木 亮太
たけのり

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 「本日の来場者プレゼン
ト」
大当たり!
抽選プレゼント

42

タカハシ リョウ

MF 高橋 諒

【再入場について】

•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

当日のみ
有効

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

➡

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。

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。

募集中
メンバー名

ご協賛金額(税別)

スタジアム入場ゲート 観戦チケット 公式サイトへの その他の
への社名等の掲出
引換券
社名等の掲出 ご協賛特典

プレミアム
メンバー
スタンダード

メンバー

GOLD（ゴールド）

300,000円

H210×W430(mm)
の指定ロゴを掲出

40 席分

指定ロゴ

①～⑧

SILVER（シルバー）

200,000円

H150×W290(mm)
の指定ロゴを掲出

40 席分

文字のみ

①～⑦

BRONZE（ブロンズ）

100,000円

H100×W290(mm)
の指定ロゴを掲出

20 席分

文字のみ

①～⑦

50,000円

H65×W165(mm)
の文字のみを掲出

8 席分

文字のみ

①～⑤

30,000円

H30×W100(mm)
の文字のみを掲出

8 席分

文字のみ

①～⑤

GREEN（グリーン）
BLUE（ブルー）

★お申込み月から1年間有効です★
※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。

＝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

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

2022 湘南ベルマーレ
ゲームボランティア絶賛募集中!!

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

◇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
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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

16:00 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
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

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 生活エネルギー事業部
部長代行 青木 雅則 様
花束 澤田 紗菜 様
相模石油株式会社 生活エネルギー事業部
サンマルク大磯店 店長 露木 大介 様
BELIEVE賞プレゼンター
相模石油株式会社 生活エネルギー事業部
牛角海老名店 店長 稲垣 博司 様

松延SC vs 八幡サッカークラブ

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
18:49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/渡辺晏平くん、中馬鼓太朗くん
石井 翔くん、佐藤勇樹くん
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/坂本美香さん、坂本柚音さん
中村裕子さん、熊坂志奈子さん

19:00〜 花束贈呈

サポートコーポレーションプレミアムメンバーの皆様

19:03 キックオフ
ハーフタイム

21:10〜21:40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

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

ハーフタイムに激走！リレー対決！

☆フードパーク

⓳
⓲

レモンガス
スタジアム平塚
イベントマップ

スタジアム場内イベント集合エリア

湘南ベルマーレグッズ売店

❷

❶

❸
❿
❹ ❾
❺❽
⓱
❻

❶〜
❼
❽
〜
⓰

❼

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。

① SHONAN Bar-B-Q
② ONEDREAM CREPE
③ COCONUT TREE
④ GUARD FOODTRUCK
⑤ ソフトタコス ベラクルス
⑥ レストランなんどき牧場
⑦ Shallow Bee
⑧ CLOVER
⑨ The WILD FARM
⑩ YaadFood
⑪ レストランしょうりん亭まついＳｕｎち
⑫ ポワル
⑬ 和串
⑭ ネアンデルタール
⑮ Meg's KItchen
⑯ ブラジリアンフーズ ビーバス
⑰ 鳥仲商店
⬇7ゲート側での出店⬇
⑱ ワンズケータリング
⑲ manma

❶エコステーション

❺ルヴァンカップキッズイレブン

❷ひまわりプロジェクトブース

❻ベルガチャステーション

❸Pascoブース

❼キングベルのパン屋さん

❾湘勝利のベルマーレポップコーン

❹湘南電力ブース

❽湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

❿サンクトガーレンブース

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！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 21:10(試合終了後) ◆場所 キングベルパーク

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★
@bellmare̲food

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！】

次回ホームゲーム

明治安田生命J1リーグ 第11節

5/3

vs 清水エスパルス

（火・祝）15:00kick off
2022年度 4月からのサッカースクール新規会員を
★PENALTYスペシャルデー
募集いたします。専用 Webフォームからお申込みい
★寒川ホームタウンデー
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
あなただけに向けたビデオメッセージが届く
用意いたしました。サッカーが大好きな経験者はも
「heyhey」
にてキングベルへのリクエスト追加決定
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。
「heyhey」では誕生日、結婚式、新たな人生の出発、大
たくさんのご応募お待ちしております。
会・試験…ライフイベントにて選手からあなただけ
◇早期入会特典
にオリジナルのお祝い・応援メッセージ動画が届き
通常 7,150円の入会金が 1,650円 +タオルマフ
ます! この度キングベルへのリクエストが可能にな
ラープレゼント！
りました！ぜひこの機会に「heyhey」でリクエスト
◇募集受付期間
してみましょう！
2022年3月1日（火）〜4月15日（金）までに専用
◇キングベルへのリクエスト価格 3,300円（税込）
Webフォームよりお申込みください。
◇その他 ご希望メッセージはフリップにて対応さ
受付期間中に申し込み、2022年 4月 15日（金）ま
せていただきます。
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

⬆詳細はこちら
⬆詳細はこちら

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。

2022シーズン「ホームタウンデー」
開催日程のお知らせ！
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となっております。ぜひ
この機会に「ホームタウンデーチケット」をご利用い
ただきスタジアムへご来場ください！
【変更点】

チケット価格が大幅割引！バックA指定席限定で一律
1,500円で販売いたします。
スタジアムでチケットへの引換は不要となります！ご購
入いただいたチケットでそのままご入場いただけます。
チケット購入いただく場合は、ご本人様が該当の市町に
在住の方が対象となります。
（在勤、在学
は対象外）
1度 に4枚 ま で チ ケ ッ ト 取 得 が 可 能 で
す。
（購入者様以外の同行の方は対象の
地域に在住でなくてもOK）
チケット販売はWeb限定となります。
⬆詳細はこちら

福島ユナイテッドFC情報

⬆詳細はこちら

編集･発行／株式会社湘南ベルマーレ

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］

〒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

湘南ベルマーレは地域密着型クラブとして、新型コロナウイルスの影響を大きく

ベル店 受けているホームタウンエリア内の飲食店や商店の皆さまの力になるべく、
ベル店 を新たに立ち上げました。
とは 「湘南ベルマーレ応援店舗」通称
詳細はこちら➡
ぜひ「ベル店」をご利用ください！

グッズ情報 ベルガチャ ★１回 5００円★

※税込価格

【ミニタオル〜
1stユニフォームver. 〜】

全34選手よりランダム
サイズ: 約縦20㎝×横20㎝
素材: 綿
【販売場所・時間】
〈キングベルパークグッズブース〉16:00〜 21:15頃まで 〈中央Gグッズ売店〉17:00〜21:15頃まで

