


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

勝負を決するプレーオフステージ第2戦
強敵を降し、次への扉を開く

選手と連係して崩しなどもできていた」
　口にした手応えはしかし、一朝一夕に培われたもので
はない。思えば、昨季は開幕から先発出場を重ねながら、
監督交代を機に試合から遠ざかっていた。
　「守備のやり方が変わり、自分のなかでうまく表現でき
なかった。求められていることばかりに頭が行ってしまい、
自分らしさを全然出せなかった」
　だが、向き合う日々は裏切らない。
　「いろいろ考え、毎日の練習に取り組み、徐々に手応え
を掴んできた。求められていることができるようになり、
自分の特徴も出せるようになってきている。整理してプ
レーできるようになり、いまは自分のなかに余裕がある」
　プレーオフステージはホーム＆アウェイ方式の2試合
で決着をつける。第1戦に敗れたベルマーレは今節勝た
なければプライムステージの扉を開けない。
　「開始から点を取りに行く」高橋は一戦を見据える。
　「セレッソの守備は堅い。ブロックを敷かれ、必ず目の
前に相手がいるので、ラストパスなど最後の質が大事に
なる。僕自身、クロスなどの質にこだわってプレーしたい。
2点取らなければいけないので、高い位置でボールを引
き出し、サイドを突破してクロスを送ったり、なかに行っ
てシュートを打ったり、ゴールに係わるプレーをしてチー
ムを勝利に導けたらと思います」
　サッカーを楽しめている実感があると、自身のいまを
明かす。それはなにより指揮官が願う芯に違いない。

　惜敗と言えるだろう。YBCルヴァンカッププレーオフ
ステージ第1戦、ベルマーレはセレッソ大阪とアウェイ
で戦い、0－1で敗れた。チャンスとピンチがそれぞれ
に訪れる一進一退の展開のなかで、互いに譲らずスコア
レスのまま時計の針は進んでいた。しかしゲーム終盤、
攻勢を強めたホームチームがコーナーキックを手にして
ゴールをこじ開けたのだった。
　一戦に臨むにあたり、ベルマーレには活かすべき苦い
記憶があった。ほかでもない、C大阪をホームに迎えた5
月末のJ1第16節だ。前からボールを奪いに行く本来の
守備を発揮できずに立ち上がりから後手を踏み、先制点
を奪われた。その後修正し、反撃にも出たが、結果を覆
すことは叶わなかった。その1週間後に行なわれたプレー
オフ第1戦はすなわち、最初のボタンのかけ違いが勝負
の行方に影を落とした前回対戦の反省を胸に迎えた試合
だった。
　「同じ相手には負けられないと話していた」そうチーム
の想いを代弁するのは左ウイングバックを担う高橋諒だ。
C大阪とのリーグ戦に途中出場して怪我からの復帰を果
たすと、前節はフル出場し、持ち前のクロスで決定機を
演出するなど存在感を放った。
　「強い気持ちを持って臨み、僕自身もどうやればうちら
しい戦いができるかを考えた。自分のところで守備に行
けたし、攻撃に関しても自分の特徴を出しつつ、周りの

42 MF
高橋   諒 TAKAHASHI RYO

明治大卒業後名古屋でプロのキャリアをスタートし、2017年
に湘南へ。一度松本へ移籍するも2021年に再び湘南に復帰。
左サイドで上下動を繰り返し精度の高いクロスでチャンスを
演出する。セットプレーのキッカーとしても期待が大きい。
今年4月に負傷し6週間ほど戦列を離れたが5月末に復帰を果
たし、大きな期待が寄せられる。

1993年7月16日（28歳）／群馬県高崎市出身／171cm・68kg



Match  information

湘南ベルマーレ

 １  GK ダン バン ラム
 ２  DF 松田 陸
 ３  DF 進藤 亮佑
 ４  MF 原川 力
 ５  MF 喜田 陽
 ６  DF 山中 亮輔
 ７  MF 上門 知樹
 ８  MF 乾 貴士
 ９  FW アダム タガート
10 MF 清武 弘嗣
11 FW ブルーノ メンデス
14 DF 丸橋 祐介

16 DF 毎熊 晟矢
17 MF 鈴木 徳真
19 MF 為田 大貴
20 FW 加藤 陸次樹
21 GK キム ジンヒョン
22 DF マテイ ヨニッチ
23 DF 山下 達也
24 DF 鳥海 晃司
25 MF 奥埜 博亮
26 FW ジェアン パトリッキ
27 MF 新井 晴樹
28 MF 岡澤 昂星

29 DF 舩木 翔
31 GK 清水 圭介
33 DF 西尾 隆矢
34 FW 山田 寛人
36 DF 川合 陽
37 MF 石渡 ネルソン
38 FW 北野 颯太
39 GK 真木 晃平
41 MF 中原 輝
48 GK 春名 竜聖

5月末のJ1第16節に始まった異例の3
連戦。リーグ戦は0－2、プレーオフ第1
戦は0－1と、ベルマーレはC大阪に2連
敗を喫している。「攻撃も守備もしっかり
している。みんな頑張るし、すごくいい
チーム」高橋もリスペクトを惜しまない。
自由かつ連動性の高い攻撃の一方、GKキ
ムジンヒョン（写真）を中心とする守備は
堅い。先制を許せばリーグ戦のように堅
陣はさらに強固になろう。攻守に先手を
奪い、試合の主導権を手繰りたい。

セレッソ大阪 　監督  小菊 昭雄

セレッソ大阪

湘 南  C大阪YLCプレーオフステージ第1戦 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/白/白）
直近の試合結果

J1リーグ 第16節  湘南 ０●２ C大阪
YLC PO 第１戦  C大阪 １●０ 湘南

J1リーグ 第16節  湘南 ０○２ C大阪
YLC PO 第１戦  C大阪 １○０ 湘南

MATCH ANALYSIS
※5/30日時点でのデータ

湘南ベルマーレ

町 野 修 斗
山 本 脩 斗
大 岩 一 貴
池 田 昌 生
ウ工リントン
他3名

6
1
1
1
1

杉 岡 大 暉
石 原 広 教
大 橋 祐 紀
茨 田 陽 生
田 中 　 聡

アシスト アシスト
3
2
2
1
1

毎 熊 晟 矢
乾 　 貴 士
奥 埜 博 亮
山 田 寛 人
清 武 弘 嗣
他3名

3
3
3
3
2

山 中 亮 輔  
原 川  力  
毎 熊 晟 矢  
清 武 弘 嗣  
加藤陸次樹 

3
3
2
2
2

ゴール ゴール

セレッソ大阪

44

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

45

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

セットプレー セットプレー

茨田陽生→大岩一貴
茨田陽生→瀬川祐輔
永木亮太→ウェリントン
永木亮太→町野修斗
杉岡大暉→ウ工リントン
他7ペア

3
3
2
2
2

原川　力→西尾隆矢
原川　力→加藤陸次樹
山中亮輔→マテイヨ二ツチ
山中亮輔→山田寛人
原川　力→鳥海晃司  
他1ペア

6
4
3
2
2

出し手→相手ペナルティエリアでの受け手出し手→相手ペナルティエリアでの受け手

ⒸJ.LEAGUE

1 谷

11 タリク

17 大橋

14 茨田

13 瀬川

15 米本22 大岩

24 福島

3 石原

2 杉岡

42 高橋

21 キム ジンヒョン11 Bメンデス

4 原川

16 毎熊

25 奥埜

19 為田

10 清武

6 山中

24 鳥海

22 マテイ ヨニッチ

2 松田

プレーオフステージ第2戦 他会場の試合

《試合方式および勝敗の決定》
●プレーオフステージの勝者は2試合の勝
利数が多いチームとする。
●第2戦が終了した時点で、勝利数が同じ場
合は、次の順によって決定する。
　1.2試合の得失点差
　2.アウェイゴール数
　3.第2戦終了時に30分間（前後半各15分）
　　の延長戦
　4.PK方式

2022Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ
プレーオフステージ

@カシマ
@Ｅスタ
@サンガＳ

vs
vs
vs

鹿　島
広　島
京　都

福　岡
札　幌
名古屋

15:00
16:00
18:30

6月11日(土)



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 191716

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

Ryuki 石さん PRIDE OF SHONAN

ryoto

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

アウェイヒーロー大勝
四十路ベルサポ

TAEKO

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

ちゃみ & みつとも 追いかけるペン。（＾＾） 追いかけるペン。（＾＾）

㈱岡崎電気工事 × ベル車検

bell_coro Enjoy☆Football もとや＆よしき

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

ksmf1017
YU

まみら
TAEKO

GK 立川 小太郎
タチカワ  コ  タ  ロウ

31 33

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

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）。 

マッチデープレーヤーズアシストとは

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

⬇お申込みは
　こちら　

6/18（土）
FC東京戦
受付中!

【再入場について】

さあや
中条 恵美

ゆり * ・ω・ *

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

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

 ➡

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 ハブマネー（2,000円分）入りメンバーズカード・・・・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
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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.sales@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



STOKED COFFEE    
YaadFood    
ポワル    
雄満丸    
ケバブ ペルシア MAS    
クレープくれよん    
Shallow Bee    
SITA    
GUARD FOODTRUCK    
Kitchen753    
鮎香    
ブラジリアンフーズ ビーバス    
いちばん    
EAT UP MANIA    
BULL'S    
鳥仲商店    
    
和串    
ワンズケータリング    

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

☆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  20:10(試合終了後)　◆場所  キングベルパーク

❺❺
❻❻
❼❼❽❽

❹❹

❶❶

❶～❼
❽～15❸❸

18

16

17

❶エコステーション
❷ルヴァンカップキッズイレブン
❸ベルガチャステーション

❹フットダーツ＆スライダーブース
❺キングベルのパン屋さん
❻湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

❼勝利のベルマーレポップコーン
❽サンクトガーレンブース

❷❷

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➡

15:00  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 

16:00  先行入場（シーズンチケット会員の方）
 その後 一般入場 

16:10～16:50  相模石油エキシビションマッチ
　南が丘少年少女サッカークラブ vs FC富士見が丘

16:50～  相模石油グループ バッティングパレス賞表彰式
16:55～  パフォーマンスフェスinスタジアム
　①りずむの体操演技披露
　②C-STARスタジオ
　③相澤香純
　④funky soul crew 美ー茄子

17:20～17:45  選手ウォーミングアップ
17:49頃  選手紹介
17:55頃  プレゲーム映像放映
17:58～  選手入場
　マスコットキッズ/安部輝海くん、小河原悠太くん

花牟礼大輝くん、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/高橋洋行さん、猿渡和也さん

安田美津子さん、境 志津代さん

18:03  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 /
BELIEVE賞 表彰
MOMプレゼンター 
　相模石油株式会社 環境健康事業部 部長代行 奥津 孝行 様
花束  山本 将太 様
BELIEVE賞プレゼンター  
　 相模石油株式会社 環境健康事業部 係長 山本 潤一 様

20:10～20:40の30分間
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



詳細は　
こちら➡

詳細は　
こちら➡

事前観戦　
申込みは　
こちら➡
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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、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  2022年7月16日（土）
　受付開始：13:00　スクール：13:30～ 14:50
　雨天決行、荒天中止
◇対象者  「年中～小学1年生」40名の男女（初心者の
方大歓迎！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
◇会　場  SHONAN TANABATA　FIELD
◇お申し込み締切日  2022年7月2日（土）必着

「第74回神奈川中央交通無料サッカー教室」
開催のお知らせ！！

福島ユナイテッドFC情報
第12節 6/12（日）14:00 
　vs ギラヴァンツ北九州 @ミクスタ[A］
第13節 6/18（土）17:00 
　vs ＦＣ岐阜 @とうスタ[H］

★明治安田生命スペシャルデー
★茅ヶ崎/足柄上郡ホームタウンデー

vs FC東京
明治安田生命J1リーグ 第17節

18:00kick off6/18（土）
次回ホームゲーム

コロナウイルス感染症の影響もあり、昨年に続き今
年も国内チームでの大会となります。試合をする貴重
な体験を得る機会として、今年で6回目を迎えます。
◇開催日  6月12日（日）
◇トーナメント形式
◇会　場  馬入ふれあい公園サッカー場  人工芝・天然芝
◇参加チーム（14チーム）
◇湘南ベルマーレホームタウントレセンチーム（9チーム）
伊勢原トレセン、小田原トレセン、鎌倉トレセン、
寒川トレセン、茅ヶ崎トレセン、中郡トレセン、
秦野トレセン、平塚トレセン、藤沢トレセン

◇国内招待チーム（3チーム）
　海老名トレセン、JFA-TC KANAGAWA U-11、
　COPA街クラブ選抜
◇湘南ベルマーレ（2チーム）
湘南ベルマーレ強化特待クラス、湘南ベルマーレ
サッカースクール選抜

◇試合観戦について
◇事前申し込み
新型コロナウィルス感染症対策のために、ご来場
するみなさまを把握する必要がございます。
お手数ですが、 観戦の際は事前のお申し込みをお
願いいたします。

ホームゲーム開催日「ららぽーと湘南平塚」
駐車料金無料サービス継続実施のお知らせ
「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」で
は、たくさんのファン・サポーターの皆さまからのお
声にお応えして、2022シーズンの湘南ベルマーレ
のホームゲーム（一部対象試合限定）において、スタ
ジアムご来場者様を対象とした駐車料金無料サービ
スを継続実施いただくことになりました！
通常は駐車料金が発生するところ、ホームゲーム開
催時は、試合終了後～23:00までにご出庫いただく
と駐車料金が無料になります。
試合の前にはたくさんのテイクアウトグルメで観戦
準備を整えていただき、試合の後は美味しいディ
ナーやスイーツを多数取り揃えた店舗が皆さまのご
来館をお待ちしております。自家用車でホームゲー
ムご来場予定の方は、ららぽーと湘南平塚に車を停
めて、スタジアムへGO！皆さまのご利用をお待ちし
ております！

⬆詳細はこちら

6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！！ 「2022 COPA BELLMARE U-11 PILOT 

INTERNATIONAL TOURNAMENT」今週開催！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  6月30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。
※6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

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
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、
「湘南ベルマーレ応援店舗」通称“ベル店”を新たに立ち上げました。
ぜひ「ベル店」をご利用ください！

ベル店
とは 詳細はこちら➡

※全て税込価格

※天然素材を使用しているため、色味の
差が生じる場合がございます。

NEW

NEW

NEW

ベルガチャ

全35選手よりランダム

～ライフスタイルシリーズ～～ライフスタイルシリーズ～

サイズ S／M／L／O／XO
素材：ポリエステル

【PENALTYポロシャツ】
価格 ￥5,400

サイズ：約縦20.5㎝×横9.5㎝
素材：マグネットシート

【2022
リボンマグネット】

価格 ￥1,980

サイズ：直径10㎝×厚み0.9㎝
素材：珪藻土、石灰、植物繊維など

【珪藻土コースター】

価格 ￥1,200
【販売場所・時間】  
〈キングベルパークグッズブース〉 14:00～ 試合終了から30分後（20:30頃）まで
〈中央Gグッズ売店〉 16:00～ 試合終了から30分後（20:30頃）まで

【販売場所・時間】  
〈キングベルパークグッズブース〉 14:00～ 試合終了から30分後（20:30頃）まで
〈中央Gグッズ売店〉 16:00～ 試合終了から30分後（20:30頃）まで

【ぶらさがりキーホルダー
～ 1stユニver. ～】

★１回 5００円★

●サイズ：約5㎝角内

※5月31日時点での登録選手となります。


