


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

リーグ戦再開！
相手にトライし、屈指の堅守をこじ開けろ

力の課題が浮き彫りとなった。
　「可能性の高いほうを使えていないように思う」瀬川は
プレーの選択の大切さに言及する。
　「僕もそうですが、ラストパスもクロスも、もっと相手
が嫌がるものを出さなければいけない。ボールを奪って
からのカウンターはできているので、自分たちがボール
を持つ時間が増えたときに得点の可能性が高いプレーを
選べればもっとビッグチャンスは来ると思う。そこはも
う少しこだわったほうがいいかなと思います」
　パスの質や精度、タイミング、ビルドアップの際の立
ち位置、もちろんフィニッシュの精度や落ち着きも含めて、
突き詰めるべきは数多いと率直だ。反面、つねに直截に
課題を指摘するのは、チームとしての成長を実感してい
るがゆえだろう。
　「攻撃の時間や回数は増えているし、間違いなく良く
なっているので、どれだけこだわれるか。だからほんと、
次が大事です」
　思えば、1－4で敗れた先週のルヴァンカッププレーオ
フステージ第2戦の試合後、瀬川は来るリーグ戦を思い、
口にしたものだった。
　「もっと相手にトライし、仕掛けていく気持ちを、しっ
かり整理し、見直して、相手のプレッシャーを楽しむぐ
らいのサッカーができればと思います」
　積み重ねる日々は裏切らない。勝利を信じられるだけ
の拠りどころが自分たちにはある。

　躍進はならなかった。YBCルヴァンカップ、グループ
ステージを突破したベルマーレはしかし、プレーオフス
テージでセレッソ大阪にホーム、アウェイともに敗れ、
プライムステージをまえに敗退した。
　3週間ぶりに再開するリーグ戦、今節は前半戦を締め
くくる一戦となる。迎えるFC東京は、5月に入り3連敗
を喫したものの、その後清水エスパルスを3－0、鹿島ア
ントラーズを3－1でそれぞれ降し、上位を窺う6位につ
けている。
　ベルマーレは今季、FC東京とルヴァンカップのグルー
プステージを戦い、アウェイは1－2、ホームでは2－1
と互いに勝点を分け合った。
　「先制点が大事」瀬川祐輔は、彼らの印象を踏まえつつ
今節大切にすべきを語る。
　「FC東京は4－3－3だからシステム的にはミスマッチ
だと思うので、相手のサイドボランチの後ろを効果的に
使えれば自分たちの時間は増えるはず。注意しなければ
ならないのは外国籍選手によるカウンター。個の能力で
負けないことも大事。後ろは堅いから、コンビネーショ
ンを使いながら崩したい」
　FC東京のリーグ屈指の堅守を思えば、瀬川が指摘した
ように先んじてゴールを奪いたい。ただ、リーグ戦を含
めた先日のC大阪との3連戦では、同じくJ1でも指折り
の堅陣に対して計1得点と、チャンスこそつくれど得点

13 FW
瀬川 祐輔 SEGAWA YUSUKE

明治大学からザスパクサツ群馬へ入団しプロキャリアをス
タート。大宮アルディージャ、柏レイソルでプレーし、今シーズ
ン湘南ベルマーレに完全移籍で加入した。
前線ならどこでもプレーができる器用さも併せ持ち、アグレッ
シブなプレーでゴールを狙い続ける。勝利を掴み取るためには
得点が必須。今日は瀬川の得点に期待したい。

1994年2月7日（28歳）／東京都出身／170cm・67kg



Match  information

湘南ベルマーレ

清水と鹿島に快勝し、目下2連勝で上位進
出を窺う6位のFC東京。リーグ3位タイ
の失点14が示すとおり堅守が光る。
一方、攻撃を牽引するのはディエゴオリ
ヴェイラ（写真）だ。1トップに入り、前節
の鹿島戦を含めて3ゴール4アシストを
マークしている。4ゴールでチーム得点王
のアダイウトンとともに、彼ら外国籍選
手のスピードと決定力は脅威。ベルマー
レとしてはリスク管理を弛まず、磨きを
かける攻撃で先制点を奪いたい。

ＦＣ東京 　監督  アルベル プッチ オルトネダ
 １ GK 児玉 剛
 ３ DF 森重 真人
 ５ DF 長友 佑都
 ６ DF 小川 諒也
 ７ MF 三田 啓貴
 ８ MF 髙萩 洋次郎
 ９ FW ディエゴ オリヴェイラ
10 MF 東 慶悟
11 FW 永井 謙佑
13 GK 波多野 豪
15 MF アダイウトン
16 MF 青木 拓矢
17 MF 紺野 和也
18 MF 品田 愛斗

19 FW 山下 敬大
20 MF レアンドロ
23 MF 渡邊 凌磨
24 GK ヤクブ スウォビィク
28 DF 鈴木 準弥
29 DF 岡崎 慎
30 DF 木本 恭生
31 MF 安部 柊斗
32 MF 寺山 翼
33 GK 林 彰洋
36 MF 西堂 久俊
37 DF 中村 帆高
39 DF 岡庭 愁人
40 MF 平川 怜

42 DF 東 廉太
43 MF 梶浦 勇輝
44 MF 松木 玖生
45 MF 安田 虎士朗
46 DF 土肥 幹太
48 MF 荒井 悠汰
49 DF バングーナガンデ 佳史扶
50 DF エンリケ トレヴィザン
51 GK 小林 将天
52 FW 熊田 直紀
53 MF 松本 愛己
54 MF 生地 慶多
55 MF 俵積田 晃太

ＦＣ東京

湘 南 FC東京YLCプレーオフステージ第2戦(湘南)J1･第16節(FC東京)　スターティングメンバー

直近の試合結果
（黄緑/黄緑/黄緑） （青･赤/青/青）
直近の試合結果

YLC PO 第１戦  C大阪 １●０ 湘南
YLC PO 第２戦  湘南 １●４ C大阪

J1リーグ 第15節  清水 ０○３ FC東京
J1リーグ 第16節  FC東京 ３○１ 鹿島

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

アダイウトン
ディエゴ オリヴェイラ
森 重 真 人
小 川 諒 也
渡 邊 凌 磨
他1名

4
3
2
2
2

ディエゴ オリヴェイラ
紺 野 和 也
中 村 帆 高
三 田 啓 貴
アダイウトン
他2名 

4
2
1
1
1

ゴール ゴール

FC東京

ⒸJ.LEAGUE

44

インターセプト
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クロス

ドリブル

ゴール

クリア

タックル

シュート

51

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

28 平岡

13 瀬川

14 茨田

17 大橋

15 米本22 大岩

24 福島

5 古林

2 杉岡

42 高橋

24 Jスウォビィク9 Dオリヴェイラ

44 松木

23 渡邊

31 安部

15 アダイウトン

16 青木

6 小川

3 森重

30 木本

5 長友

Ranking

第17節 他会場の試合

※5/29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
横浜Ｆ・マリノス
鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
柏レイソル
セレッソ大阪
ＦＣ東京
サンフレッチェ広島
サガン鳥栖
京都サンガF.C.
名古屋グランパス
北海道コンサドーレ札幌
アビスパ福岡
ガンバ大阪
浦和レッズ
ジュビロ磐田
清水エスパルス
湘南ベルマーレ
ヴィッセル神戸

勝点
31
30
30
27
26
25
24
24
20
20
20
19
17
15
15
13
13
11

点差 
＋13
＋6
＋3
＋8
＋7
＋4
＋6
＋5
－2
－2
－11
＋1
－3
－1
－7
－9
－10
－8

6月18日（土）
@カシマ
@アイスタ
@ヤマハ
@埼玉
@三協Ｆ柏
@等々力
@パナスタ
@Ｅスタ

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

鹿　島
清　水
磐　田
浦　和
　柏
川崎Ｆ
Ｇ大阪
広　島

京　都
福　岡
鳥　栖
名古屋
神　戸
札　幌
横浜FM
Ｃ大阪

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



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

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 2422

21181716

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

TAEKO

TAEKO Ryuki れんママ

ス～ダララッダライダ

つねさん

かず89

エリカ

たけのり

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

㈱岡崎電気工事 × ベル車検
Yukino
尚子

azu130

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

YASUTAKA #99 Enjoy☆Football さほ & ゆうのすけ

もとや＆よしき

あきえ 追いかけるペン。（＾＾）

もみじ

どこでもよねさぽ

なおみ

石原さかえ ksmf1017 茜

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

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

海音

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

★
サポート多数のため

下記に掲載

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　

7/2（土）名古屋戦
7/6（水）G大阪戦
受付中!

【再入場について】

★
サポート多数のため

下記に掲載

1 谷 晃生  さあや / るり / としひろ / そると / YASUTAKA #99   
6 岡本 拓也  HBD♡fromそると / Happybirthday!!!☆☆☆By.なーさん / 追いかけるペン。(^ ^) / H☆Bおめでとっ! / AO / ゴートゥゼロ / まーさん / Do your best!

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
•大井町「大井町ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰすいっぴーエコバック･マスクセット」5名様

•開成町「開成町ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰあじさいちゃんハンカチタオル」10名様
•金子さんちの柑橘「みかん賛歌 大津みかんジュース180ml2本セット｣12名様
•松田町「松田町 地酒ふぇいすますく｣・・・・・・・・・・10名様
•湘南ちがさき屋「茅ヶ崎ホームタウンデー名物 江ノ島タコせんべい」1箱 20名様
•茅ヶ崎市観光協会「エコバッグ・マスクセット」・・・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
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

 ➡

当日のみ
有効





小田原牧場アイス工房
YaadFood
ケバブ ペルシア MAS
二代目ぴいちゃんち
雄満丸
PUEN THAIFOOD湘南
薪窯焼きpizzaUNCLEKEN
クレープくれよん
ソフトタコス ベラクルス
FIVE STARS
CLOVER
Shallow Bee
SITA
いちばん
GUARD FOODTRUCK
COCONUT TREE
BULL'S
鳥仲商店
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
⑲
⬇7ゲート側での出店⬇
⑳
㉑

☆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

1414
1313

❺❺
❻❻ ❼❼❽❽

❾❾
1010

1212

❶❶
❷❷
❸❸

❶～❽

❾～181111

21

19

20

❶エコステーション
❷ラチエンスムージーブース
❸❹足柄上郡観光PRブース
❺アウェイグッズ売店
❻岡本拓也選手presents乳がん検診
❼明治安田生命 平塚支社ブース

❽アンファ―ブース
❾湘南ベルマーレフットサルクラブ クラウドファンディングブース
10Bellmare×Relume SPECIAL TEE&TOTE BAG販売ブース
11ベルガチャステーション
12フットダーツ＆スライダーブース
13キングベルのパン屋さん

14湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
15勝利のベルマーレポップコーン
16サンクトガーレンブース
17レモンガスブース
18茅ヶ崎観光PRブース

❹❹

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！

1515
161617171818

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

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
　茅ヶ崎ＴＣ vs 足柄上郡ＴＣ
16:50～  相模石油グループ バッティングパレス賞表彰式
17:00～  湘南ベルマーレチアリーディングスクール

LUCISパフォーマンス
17:20～17:45  選手ウォーミングアップ
17:30～  茅ヶ崎ホームタウンデーゲストトーク
茅ヶ崎市 佐藤 光 市長
17:35～  足柄上郡ホームタウンデーゲストトーク
大井町 小田 眞一  町長
開成町 加藤 一男 副町長
中井町 杉山 祐一 町長
松田町 田代 浩一 副町長
山北町 石田 浩二 教育長
17:46～  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 平塚支社 支社長 山本 恵 様
　　　　　　　 平塚支社 業務教育部長 廣田 康弘 様
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/小泉凜乃ちゃん、土井達満くん

中川すみれちゃん、小出 晄くん

　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/岩本賢一さん、岩本賢星さん

大津陽和さん、大津悠尚さん
18:00～ 明治安田生命スペシャルデー 花束贈呈
　明治安田生命 常務執行役員 神奈川本部長 岸本 司朗 様
　　　　　　　 平塚支社 支社長 山本 恵 様
　　　　　　　 平塚支社 業務教育部長 廣田 康弘 様
茅ヶ崎/足柄上郡ホームタウンデー 記念品贈呈
　茅ヶ崎市 佐藤 光 市長･スマイル茅ヶ崎
大井町 小田 眞一  町長
開成町 加藤 一男 副町長
中井町 杉山 祐一 町長
松田町 田代 浩一 副町長
山北町 石田 浩二 教育長

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 レンタカー事業部 部長 國金 秀数 様
花束  針生 由美 様、 碧士くん、 沙和ちゃん
BELIEVE賞プレゼンター  
　 相模石油株式会社 レンタカー事業部 係長 田口 雅也 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
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湘南ベルマーレU-18が、三菱養和SCユース戦に勝
利し、全国大会出場が決定しましたのでお知らせい
たします。なお、全国大会は7月24日（日）より、群馬
県前橋市を中心に開催されます。
湘南ベルマーレU-18の「日本クラブユースサッカー
選手権U-18」の全国大会出場は2017年の第41回
大会以来、5年ぶり14回目の出場となります。
【全国大会概要】
大会名：第46回 日本クラブユースサッカー選手権 
U-18大会2022
◇期　日  2022年7月24日（日）～8月3日（水）
◇会　場  群馬県前橋市 他

第46回 日本クラブユースサッカー選手権 
U-18大会2022 全国大会出場決定！！

福島ユナイテッドFC情報
第16節 7/9（土）19:00 
　vs 鹿児島ユナイテッドFC @白波スタ[A］
第17節 7/17（日）18:00 
　vs 松本山雅ＦＣ @サンアル[A］

★リップルコミュニティスペシャルデー
★小田原/足柄下郡ホームタウンデー

vs 名古屋グランパス
明治安田生命J1リーグ 第17節

19:00kick off7/2（土）
次回ホームゲーム

ベルマーレが好き、サッカーが好き、スポーツが好
き、接客が好き、そんな明るくて元気な方、そんなあ
なたの大きな力を貸してください。湘南ベルマーレ
ゲームボランティアの一員として一緒にホームゲー
ムを盛り上げて、喜びを分かち合いましょう！
たくさんのご応募お待ちしております!!
◇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

◇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

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 湘南ベルマーレ 
ゲームボランティア絶賛募集中！！

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 ※全て税込価格

明治安田生命 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

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

ベルガチャ

全34選手よりランダム

全34選手よりランダムサイズ：縦31㎝×横42㎝
素材：ポリエステル

サイズ：ネックストラップ：約幅2.5㎝×長さ42㎝
アクリルチャーム：4㎝角内

素材：ネックストラップ：ポリエステル
アクリルチャーム：アクリル

【PENALTY
ユニフォームケース】

【アクリルチャーム付き
ネックストラップ】価格 ￥2,420

サイズ：横41㎝×幅4㎝
素材：PP

【ハンガー】

価格 ￥1,500 価格 ￥1,000

サイズ：縦90㎝×横88㎝
素材：ポリエステル

【エプロン】

価格 ￥2,700

サイズ：縦35㎝×横84㎝
素材：綿100％

【2022ジャガードフェイスタオル】

価格 ￥2,500

【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

【ミニミニフラッグ
～ゲーフラver. ～】

★１回 5００円★

※6月10日時点での登録選手となります。

※6月10日時点での
　登録選手となります。

●サイズ：約縦4.5㎝×横6.5㎝
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