


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

勝点で並ぶ両者の激突
ゴールを奪い、4試合ぶりの勝利を！

合わせてくれる選手が多いので、時間が経過するごとに
連係は深まっていくと感じるし、いいプレーを自分がしっ
かり示せば積み上げていけるはず。練習では周りと繋が
りを持ちながらいいプレーができているので、まだまだ
ですが、着実にいい関係ができている感覚はある」
　今節は14位の北海道コンサドーレ札幌を迎える。大敗
したゲームが響いているのだろう、失点はリーグ最多の
39を数え、ここ5試合は2分3敗と勝利から遠ざかって
いる。かたやベルマーレも前節7試合ぶりの黒星を喫し、
ここ3試合勝利がない。なにより、勝点で並ぶ両者にあっ
て、今節が譲れぬ一戦であることは間違いない。
　「戦える選手が多い」昨年3月まで在籍した古巣の特徴
をひもときつつ、中野は一戦を見据える。
　「対人の強さを前面に押し出した守備をしてくるし、ミ
シャさん（ペトロヴィッチ監督）のもとで攻撃もオーガ
ナイズされている。出られるかまだ分からないですけど、
1対1で上回ることを僕は楽しみにしています」
　さらに想いを重ねる。
　「僕がどういうプレーをするのか知らない選手もサポー
ターの方も多いと思う。自分の武器であるドリブルで違
いを出すのはもちろん、ほかのプレーもできるところを
早く試合で見せていきたい。いい意味で期待をどんどん
裏切っていきたいなと思います」
　確たる自信が言葉に漲る。難敵を撃破すべく、中野は
自身の特長を余さず示すつもりだ。

　サガン鳥栖から加入するや、前々節アビスパ福岡戦、
前節ジュビロ戦と、さっそくピッチに立った。だが前者
は0－0、後者は0－1と、いずれも望む結果を掴めては
いない。中野嘉大の表情が曇るのも無理はなかった。
自省が口をつく。
　「福岡戦ではドリブルで仕掛けるシーンが2、3回あり
ましたが結果を残せなかった。磐田戦は仕掛けることも
できず、まったくダメだった。途中から入った分なにか
しなければいけないという想いのなかで、ロストに繋が
るシーンが多かった。よくないプレーだったと思います」
　サイドを主戦場に攻撃を活性化させる。ビルドアップ
に係わりながらチームの推進力を促し、相手を押し込め
ば鋭利なドリブルを絡めて好機を生み出していく。
　「攻撃で違いをつくることが自分は得意」と語る。
　「最後の局面で1対1を仕掛けるのはもちろん、自陣も
含めて僕のところで全部入れ替わろうと思っている。相
手が奪いに来てくれたら打開するチャンス。とくにサイ
ドは時間もスペースもあるのでプレッシャーを感じずに
プレーできるし、味方といい関係性をつくることができ
れば相手と確実に入れ替われる。自分のところから次の
選手に優位性を与えて、いい展開を生めると思います」
　チームに合流して1カ月にも満たない。だが日は浅く
とも、抱く感触はポジティブだ。
　「僕がやりたいプレーを理解し、僕のよさを出すために

44 MF
中野 嘉大 NAKANO YOSHIHIRO 

筑波大学を卒業後川崎フロンターレに加入し、ベガルタ仙台、
北海道コンサドーレ札幌、サガン鳥栖と活躍の場を求め、今年7
月サガン鳥栖より湘南ベルマーレへ完全移籍で加入。
中野の特徴はドリブルだ。自分で仕掛けていくことができ、味
方を活かすこともできる選手。
今日の試合も中野の仕掛けるドリブルに注目。

1993年2月24日（29歳）／鹿児島県出身／176cm・66kg



Match  information

湘南ベルマーレ

ポゼッションに長ける札幌。その攻撃力
はリーグ上位の30mライン進入回数や
ペナルティエリア進入回数も裏付ける。4
月末の前回対戦は菅大輝のゴラッソで札
幌が取った。現在チーム得点王でもある
その菅は今節出場停止となるが、ここま
で全試合に先発し、前回対戦でも好機を
もたらした駒井善成（写真）をはじめ、
個々のクオリティは高い。「知っている選
手が多く、おのずとモチベーションは高
まる」と中野。各局面の攻防に注目だ。

北海道コンサドーレ札幌 　監督  ミハイロ ペトロヴィッチ
 １  GK 菅野 孝憲

 ２  DF 田中 駿汰

 ４  FW 菅 大輝

 ５  DF 福森 晃斗

 ６  MF 高嶺 朋樹

 ７  MF ルーカス フェルナンデス

 ８  MF 深井 一希

 ９  MF 金子 拓郎

10 MF 宮澤 裕樹

11 MF 青木 亮太

14 MF 駒井 善成

16 FW 藤村 怜

18 FW ガブリエル シャビエル

19 FW 小柏 剛

20 DF 西 大伍

21 GK 松原 修平

22 GK 大谷 幸輝

23 FW 興梠 慎三

24 DF 中村 桐耶

27 MF 荒野 拓馬

29 MF 井川 空

30 MF 田中 宏武

32 FW ミラン トゥチッチ

33 FW ドウグラス オリヴェイラ

34 GK 中野 小次郎

40 MF 佐々木 奏太

41 FW 漆舘 拳大

42 GK ベンマムン アミン

44 MF 小野 伸二

45 FW 中島 大嘉

47 DF 西野 奨太

49 MF スパチョーク

50 DF 岡村 大八

北海道コンサドーレ札幌

湘 南 札 幌J1・第23節 スターティングメンバー

直近の試合結果
（黄/黄/黄） （白/白/白）
直近の試合結果

第22節 湘南 ０△０ 福岡
第23節 磐田 １●０ 湘南

第22節  柏  １●０ 札幌
第23節 札幌 ２△２ 名古屋

J1リーグ第23節 磐田戦
Bellmare's StatsLeaders

ⒸJ.LEAGUE

1 谷

14 茨田

13 瀬川

27 池田

18 町野

7 田中8 大野

4 舘

3 石原

2 杉岡

42 高橋

1 菅野23 興梠

11 青木

4 菅

14 駒井 27 荒野

8 深井

7 Lフェルナンデス

5 福森

10 宮澤

2 田中駿

8月6日（土）
@カシマ
@サンガＳ
@豊田ス
@ヨドコウ
@ベススタ

vs
vs
vs
vs
vs

鹿　島
京　都
名古屋
Ｃ大阪
福　岡

広　島
　柏
浦　和
神　戸
Ｇ大阪

18:00
18:30
19:00
19:00
19:00

8月7日（日）
@味スタ
@等々力
@駅スタ

vs
vs
vs

FC東京
川崎Ｆ
鳥　栖

清　水
横浜FM
磐　田

18:00
19:00
19:00

Ranking

第24節 他会場の試合

※7/31日時点明治安田生命J1リーグ順位表
順位
1
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3
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

勝点
48
40
39
38
37
35
35
32
29
27
26
26
25
25
22
22
21
21

点差 
＋25
＋6
＋7
＋10
＋7
＋6
＋0
＋9
＋5
－3
－4
－6
－7
－18
－9
－11
－8
－9





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

MF 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

30262523 24

2221181716

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

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 なおちゃん 中条 恵美 TAEKO TAEKO

ryoto わたきゅー サナエ

MF 中野 嘉大
ナカ  ノ   ヨシヒロ

44
MF 阿部 浩之

ア   ベ   ヒロユキ
49

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

追いかけるペン。（＾＾）
㈱岡崎電気工事 × ベル車検

Do your best!

Enjoy☆Football
goma

tomo.knh

キョンソン
KATSU

しおまーれ
もとや＆よしき

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

聡もうすぐ二十歳前祝い

あかね

いけちゃん こうはつ

まれお

美月 追いかけるペン。（＾＾）

ksmf1017

こもも

大晴

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

4

3

5 6

GK 谷  晃生
タニ    コウセイ

34

●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。

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

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　

8/21（日）
鹿島戦
受付中!

【再入場について】

★
サポート多数のため

下記に掲載

★
サポート多数のため

下記に掲載

★
サポート多数のため

下記に掲載

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
•オリーヴの樹 ランチ招待券・・・・・・・・・・・・・・5組10名様

•花呉装「ベルマーレカラーの浴衣」・・・・・・・・・・・・・・・2名様
•大磯 友月堂「バターどら焼き(5個入)」・・・・・・・・・・2名様
•公益社団法人大磯町観光協会 おおいそ地域振興株式会社
 「大磯町おたのしみセット」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5名様
•二宮町観光協会 「二宮町オリジナルグッズセット」10名様
•福島市 福島市産桃2kg・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30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

 1  谷  晃 生  tomo.knh / みーみ / じゃない方のコウセイ / YASUTAKA #99 / るり / 彩 / nagi / 中条 恵美 / DON / ゆり*・ω・*
13 瀬川祐輔  伊皿子倶楽部 / 追いかけるペン。(^ ^) / YASUTAKA #99 / J1通算100試合出場おめでとう@尚子 / せがちゃんのゴールで酔いたい / 有限会社武蔵野建装
18 町野修斗  まりあ / なおぴー / m&m / ニンニン / ヒーローS / キャットベル12世 / まっすー / 野崎　博文 / Hana☆bel l



USHIWAKAMARU 
11:00-15:00(L.O 14:00) 
17:00-21:00(L.O 20:00) 
定休日　月・火 
神奈川県鎌倉市由比が浜　3-3-24 　2階 
Tel:0467-53-7712 

USHIWAKAMARUは、湘南ベルマーレが参画している
「TEAMMATES事業」（長期療養児の自立支援 

プロジェクト）を応援しています。

     
脂身の少ない赤身肉・うまみの詰まった熟成肉から、 

有機野菜・希少価値の高いワイン・ 
陶器やグラスまで、店長のこだわりを追求しています。 

一流のお料理とおもてなしを、 
シックな空間でお楽しみください。

鎌倉・由比ヶ浜に2022年8月3日OPENの焼肉レストラン



農畜水産物の通販サイト
（以下、産直通販サイト）専門の
「お取り寄せ検索サイト」です。
日本の様々な産直通販サイトに
掲載されているお取り寄せ商品を
検索するサービスです。

もぐもぐダイレクトとはもぐもぐダイレクトとは?





◀

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
◇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。

えのすい 検索
第一種動物取扱業に関する表示　事業所の名称：新江ノ島水族館　事業所の所在地：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1
登録に係る第一種動物取扱業の種別：展示 動愛第210512号　登録年月日：2007年5月10日
登録の有効期間の末日：2027年5月9日　動物取扱責任者：田窪 憲一郎

限定！
夏休み

7月16日（土）スタート！新イルカショー 16時からは神秘的な
生物蛍光の世界へ

2208  湘南ベルマーレ マッチデープログラム　62×134mm

ボランティア
登録方法は
こちら➡



☆フードパーク

【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。

1010
❼❼

1111
❽❽

❾❾

1212
131314141515

❸❸
❹❹
❻❻

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

❶❶

小田原牧場アイス工房
和串
PUEN THAIFOOD湘南
スマインミー
レストランしょうりん亭まついＳｕｎち
レストランなんどき牧場
クレープくれよん
Kitchen Kanaloa
ブラジリアンフーズ ビーバス
SITA
SHONAN Bar-B-Q
FIVE STARS
Loco Kitchen
COCONUT TREE
ロケットチキン
BULL'S
薪窯焼きpizzaUNCLEKEN
鳥仲商店

ワンズケータリング
manma

❶エコステーション
❷福島ユナイテッドFC 農業部＆
福島市の桃無料配布ブース

❸もぐもぐダイレクトマルシェ
❹RIZAPブース
❺中郡PRブース

❻伊勢原PRブース
❼ベルガチャステーション
❽湘南夏祭り
❾フットダーツ＆スライダーブース
10キングベルのパン屋さん

11湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース
12勝利のベルマーレポップコーンス
13サンクトガーレンブース
14湘南とともにたたかう弁護士 馬車道法律事務所ブース
15エアロフロー 足まくらブース

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

❶～❽
❾～18

20
19

❷❷

❻❻

❺❺

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 

17:10～17:50  相模石油エキシビションマッチ
　・SFAT ISEHARA SCvs中郡トレセン
17:50～  相模石油グループ バッティングパレス賞表彰式
17:55～  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
18:00～  伊勢原ホームタウンデーパフォーマンス「いせはら舞呼」演舞
18:05～  TEAMMATES新入団 小林蒼月くんご挨拶
18:20～18:45  選手ウォーミングアップ
18:30～  ゲストトーク 福島市桃PR
　福島市 田中 政幸 副市長
　ミスピーチキャンペーンクルー
18:35～  伊勢原ホームタウンデー ゲストトーク
伊勢原市 髙山 松太郎 市長
18:40～  中郡ホームタウンデー ゲストトーク
大磯町 町民福祉部長 瀬戸 克彦 様 
二宮町 村田 邦子 町長
18:46～  RIZAPスペシャルデー エクササイズタイム
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/岩城陽奏くん、岩城志優ちゃん
　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/原田美智代さん、久吉佳子さん
久吉欽也さん、水野尚美さん

19:00～ RIZAPスペシャルデー 花束贈呈
　宮川 千穂 様、 マッカートニー フィリップ 様
伊勢原/中郡ホームタウンデー 花束贈呈
　伊勢原市 髙山 松太郎 市長
　大 磯 町 町民福祉部長 瀬戸 克彦 様 
　二 宮 町 村田 邦子 町長
福島市産桃の贈呈
　福島市 田中 政幸 副市長、 ミスピーチキャンペーンクルー
19:03  キックオフ
ハーフタイム
RIZAPスペシャルデーイベント TSUNA-１～RIZAPトレーナーに挑め！～
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  松永 泉 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 松永 浩延 様
RIZAPスペシャルデー 「結果にコミット賞」 表彰
プレゼンター 
　RIZAPグループ株式会社 取締役 鎌谷 賢之 様
21:10～21:40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

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

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！



詳細はこちら➡

⬆詳細はこちら
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福島ユナイテッドFC情報
第20節 8/13（土）18:00 
　vs ＳＣ相模原 @ギオンス[A］
第21節 8/20（土）16:30 
　vs いわきＦＣ @Ｊスタ[A］

★フジタスペシャルデー
★秦野ホームタウンデー

vs 鹿島アントラーズ
明治安田生命J1リーグ 第26節

19:00kick off8/21（日）
次回ホームゲーム

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！！
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  8月31日（水）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

⬆詳細はこちら

この夏も「たのしめてるか。」を合言葉に様々なイベ
ントを企画！
下記イベントの募集を開始いたします。追加開催の
イベントにつきましては、募集開始次第Sgrum「イベ
ント情報」または湘南ベルマーレ公式サイト・サッ
カースクールInstagram（＠bellmare_friends）に
てお知らせいたします。
ベルマーレで素敵な夏休みを過ごしましょう！
◇8/14（日）
「アンチエイジングシニアサッカーセミナー」
概　要  男女を問わず30歳以上の方を対象に、
サッカーを通じて楽しく運動しながら健康促進に
つながるプログラムです。
対　象  30歳以上の男女
場　所  産業能率大学 湘南キャンパス第1グラウンド
◇8/18（木）
「遊ベル！体験型サッカーフェスティバル＠馬入」
概　要  好きなブースを回って、夏の思い出を作ろう！
●ドリブルスピード  ●シュートスピード
●サッカーボーリング  ●キックターゲット
●1on1  ●3on3
その他夏ならではのブースもご用意しております！
※種目は変更になる場合がございます。
※種目により対象学年が異なりますのでご注意く
ださい。
対　象  年少～小学6年生の男女
場　所  馬入ふれあい公園サッカー場
　　　  （人工芝）

明治安田生命J1リーグ 
第27節～第34節 日程発表のお知らせ！！

湘南ベルマーレフットサルクラブ
ホームゲーム情報！

【新規イベント追加！】ベルマーレサッカースクール
2022年夏イベント  募集のお知らせ！！

この度、未確定となっていました下記
試合の日程及びキックオフ時刻がJ
リーグより発表されましたのでお知ら
せいたします。

湘南ベルマーレフットサルクラブは8/7(日)時点で
6試合を戦い、3勝3引き分けで暫定2位の好位置に
つけております。
８月はホーム小田原アリーナで2試合あります！
■第7節 8月20日(土)15:30キックオフ 

vs バルドラール浦安
■第8節 8月27日(土)14:30キックオフ 

vs フウガドールすみだ

スタジアム
レモンＳ
アイスタ
レモンＳ
ヨドコウ
味スタ
ノエスタ
レモンＳ
三協Ｆ柏

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

ホーム
湘　南
清　水
湘　南
Ｃ大阪
FC東京
神　戸
湘　南
　柏

アウェイ
川崎Ｆ
湘　南
浦　和
湘　南
湘　南
湘　南
鳥　栖
湘　南

K/O時刻
19:00
18:00
19:00
14:00
15:00
19:00
15:00
14:00

  試合日  
9/03(土)
9/10(土)
9/17(土)
10/01(土)
10/08(土)
10/12(水)
10/29(土)
11/05(土)

　節
第28節
第29節
第30節
第31節
第32節
第27節
第33節
第34節

◇対象試合
　明治安田生命J1リーグ 第27節～第34節



グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

受注生産商品 全34選手対応

（7月7日時点での登録選手となります）

※サイン取得状況によりお渡し
　時期は変更となる場合が
　ございます。

◆受注期間  8月7日（日）～8月14日（日）
◆お渡し時期 10月上旬頃（予定）

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

全32選手よりランダム

【選手着用モデル
馬入用プラクティスシャツ
（ノースリーブ）】

価格 ￥5,600

価格 ￥800

サイズ：S/M/L/O/XO/2XO
素材：ポリエステル

サイズ：約縦8.5㎝×横5㎝
素材：アクリル

価格 ￥2,000
サイズ：約全長10㎝  素材：ポリエステル

【アクリルスタンド
～ポージングver. ～】

価格 ￥2,000
サイズ：縦30㎝×横100㎝
素材：ポリエステル

【2022クールタオル】

価格 ￥1,650サイズ：縦36㎝×横50㎝
素材：ポリエステル100%

【PENALTYメッシュトートバッグ】 【2022ユニフォームベア】

【販売場所・時間】  
〈キングベルパークグッズブース〉 15:00～ 試合終了から30分後（21:15頃）まで
〈中央Gグッズ売店〉 17:00～ 試合終了から30分後（21:15頃）まで

【販売場所・時間】  
〈キングベルパークグッズブース〉 15:00～ 試合終了から30分後（21:15頃）まで
〈中央Gグッズ売店〉 17:00～ 試合終了から30分後（21:15頃）まで

★１回 10００円★
第4弾 1000円くじ

A賞：BIG缶バッジスタンド

B賞：フラッグ

C賞：BIG巾着
D賞：A3ポスター
       （ランダム2枚セット）

各賞 全32種類よりランダム
（7月7日時点での登録選手となります）

価格 ￥10,000
サイズ：約縦180㎝×横70㎝
素材：ポリエステル

【2022
選手直筆サイン入り
等身大タペストリー】
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