
REYSOL WINNING GUIDE

2014年、太陽が燦然と輝く。
 さあシーズンの幕開けだ！！
　6月にはブラジルでのワールドカップ開催を控
える2014シーズンが今日からスタートする。昨年
は天皇杯王者として、一昨年はリーグ王者として、
AFCチャンピオンズリーグ（ACL）をJリーグと並
行して戦った。昨年はリーグ10位、天皇杯4回戦敗
退と苦渋をなめたが、その中で唯一ヤマザキナビ
スコカップのタイトルを獲得。天皇杯の早期敗退
で昨年末はゆったりとしたオフを過ごし、チームは
リフレッシュを図ることができた。気持ちを新たに
今季、3年ぶりのリーグタイトルを目指して戦う。

　ホーム日立台に迎え入れる相手は、昨シーズ
ン8位のFC東京（勝点54／16勝6分け12敗／
得点61・失点47）。
　チームを率いていたランコ・ポポヴィッチ監督
はセレッソ大阪の監督に就任し、攻撃の核だっ
たMF長谷川アーリアジャスールも移籍。得点源
だったFWルーカスも昨シーズンで引退した。新
しく生まれ変わるチームには、イタリア人のマッ
シモ・フィッカデンティ監督が就任。開幕を控え
たGK権田修一は、「細かいところへの指摘が新

鮮。新ためて学び直す一年」と新監督への印象
を語った。FC東京には権田のほかにも代表クラ
スのDF森重真人、MF高橋秀人がおり、今年1年
をかけて新たな特長を持ったチームに変わって
いきそうだ。攻撃力のあったサンフレッチェやセ
レッソが守備力を備えたことで、リーグで躍進を
果たしたように、上位争いを狙うレイソルにとっ
てFC東京は強力なライバルになりそうだ。直接
対決の第一戦はホームゲーム。ここで勝って勢い
に乗りたい。
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［監督］ ネルシーニョ ［監督］ マッシモ フィッカデンティ

2014Jリーグ
ヤマザキナビスコカップ・
柏レイソルFacebook
『いいね！』『シェア』を押して
優勝カップと写真を撮ろう

　現在、柏レイソル公式Facebookに掲載
されている「柏レイソルvs浦和レッズCM」に
『いいね！』『シェア』を押していただいた方
を対象に、3月19日（水）柏vs浦和（19:00、日
立柏）と5月21日（水）柏vs新潟（19:00、日立
柏）の試合会場で昨年のJリーグヤマザキナ
ビスコカップの優勝カップと一緒に写真が撮
れるイベントを実施いたします。
　詳しくは柏レイソル公式HP、Facebookを
ご確認ください。

K ASHIWA REYSOL 2014 Game Schedule

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第1節

柏レイソル × FC東京
2014.03.01 SAT 日立柏サッカー場 15:03 KICK OFF

※1：プレシーズンマッチ　※2：Jリーグディビジョン1　※3：Jリー
グヤマザキナビスコカップ　※4：スルガ銀行チャンピオンシップ
◎第23節以降の情報詳細は8月中旬発表予定

予想スターティングメンバー

　一進一退の攻防は、セットプレーによって動いた。17分、ＦＫから萩村のダイビ
ングヘッドでレイソルが先制。40分にもＣＫからファーサイドの渡辺がヘッドを決
め、２－０とリードを広げる。守備では明神が相手の攻撃の芽を摘み、危なげない
試合運び。しかし62分、萩村が２度目の警告を受けて退場となり、その直後に相手
のシュートがＤＦに当たってコースが変
わるという不運も手伝って１点差に詰め
寄られると、流れが一変。数的不利の
状況に加え、アマラオのラストマッチと
いう相手の気迫にも圧され、79分には
ついに同点にされる。さらに83分、85
分とゴール前の混戦でアマラオに失点
を許し、降りしきる冷たい雨の中、悔し
い逆転負けを喫した。

プレイバック FC東京戦 2003年2nd
第15節

staff

コーチ／ブルーノ コンカ
コーチ／篠田 善之
コーチ／川口 信男
コーチ／近藤 大輔
GKコーチ／エルメス フルゴーニ
GKコーチ／山岸 範之
フィジカルコーチ／矢野 由治

1 GK 塩田 仁史
2 DF 徳永 悠平
3 DF 森重 真人
4 MF 高橋 秀人
5 DF 加賀 健一
6 DF 太田 宏介
7 MF 米本 拓司
8 MF 三田 啓貴
9 FW 渡邉 千真
10 MF 梶山 陽平
11 FW エドゥー
13 FW 平山 相太
14 MF 武藤 嘉紀
17 MF 河野 広貴
18 MF 石川 直宏
19 MF 平岡 翼
20 GK 権田 修一
21 GK 廣永 遼太郎
22 MF 羽生 直剛
25 DF マテウス
28 MF 幸野 志有人
29 DF 吉本 一謙
31 GK 圍 謙太朗
33 DF 椋原 健太
34 MF 野澤 英之
38 MF 東 慶悟
50 DF 松田 陸  
※出場停止：なし

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 藤田 優人
3 DF 近藤 直也
4 DF 鈴木 大輔
5 DF 増嶋 竜也
7 MF 大谷 秀和
8 MF ハン グギョン
9 FW 工藤 壮人
10 MF レアンドロ ドミンゲス
11 FW レアンドロ
13 MF 高山 薫
14 MF 狩野 健太
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
18 FW 田中 順也
19 FW 木村 裕
20 MF 茨田 陽生
21 GK 菅野 孝憲
22 DF 橋本 和
23 DF 渡部 博文
25 MF 小林 祐介 
26 MF 太田 徹郎
27 DF キム チャンス
28 MF 栗澤 僚一
31 GK 中村 航輔
32 DF 中谷 進之介
33 DF 輪湖 直樹
※出場停止：なし

staff

ヘッドコーチ／井原 正巳
コーチ／布部 陽功
GKコーチ／アレックス
フィジカルコーチ／ピメンテウ

○1-1
5PK4

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
PSM※1 2月16日（日） 14:00 千葉 フクアリ
PSM 2月23日（日） 13:00 栃木 栃木グ ○2-0
J1※2第1節 3月 1日（土） 15:00 FC東京 日立柏
J1第2節 3月8日（土） 15:00 神戸 ノエスタ
J1第3節 3月15日（土） 15:00 名古屋 日立柏
YNC※3予選L第1節 3月19日（水） 19:00 浦和 日立柏
J1第4節 3月23日（日） 14:00 徳島 鳴門大塚
J1第5節 3月29日（土） 15:00 大宮 日立柏
YNC予選L第2節 4月 2日（水） 19:00 甲府 中銀スタ
J1第6節 4月6日（日） 15:00 C大阪 日立柏
J1第7節 4月11日（金） 19:00 川崎 等々力
YNC予選L第3節 4月16日（水） 19:00 大宮 ＮＡＣＫ
J1第8節 4月19日（土） 15:00 横浜FM 日立柏
J1第9節 4月26日（土） 13:00 浦和 日立柏
J1第10節 4月29日（祝･火） 16:00 G大阪 万博
J1第11節 5月3日（祝･土） 13:00 鹿島 日立柏
J1第12節 5月6日（祝･火） 15:00 鳥栖 ベアスタ
J1第13節 5月10日（土） 19:00 新潟 日立柏
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏
YNC予選L第5節 5月24日（土）  試合なし  
YNC予選L第6節 5月28日（水） 19:00 名古屋 瑞穂陸
YNC予選L第7節 6月1日（日） 15:00 徳島 日立柏
天皇杯2回戦 7月12日（土） 未定 未定 未定
J1第15節 7月19日（土） 19:00 仙台 日立柏
J1第16節 7月23日（水） 19:00 広島 Eスタ
J1第17節 7月27日（日） 18:00 清水 アイスタ
J1第18節 8月2日（土） 19:00 川崎 日立柏
SC※4 8月6日（水） 未定 ラヌス 日立柏

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
J1第19節 8月9日（土） 19:00 横浜FM 日産ス
J1第20節 8月16日（土） 19:00 神戸 日立柏
天皇杯3回戦 8月20日（水） 未定 未定 未定
J1第21節 8月23日（土） 19:00 名古屋 豊田ス
J1第22節 8月30日（土） 19:00 甲府 日立柏
YNC準々決勝 第1戦 9月3日（水） 未定 未定 未定
天皇杯4回戦 9月6日（土）･7（日） 未定 未定 未定
YNC準々決勝 第2戦 9月7日（日） 未定 未定 未定
J1第23節 9月13日（土） 未定 C大阪 長居
J1第24節 9月20日（土） 未定 浦和 埼玉
J1第25節 9月23日（祝･火） 未定 鳥栖 日立柏
J1第26節 9月27日（土） 未定 FC東京 味スタ
J1第27節 10月5日（日） 未定 広島 日立柏
YNC準決勝 第1戦 10月9日（木） 未定 未定 未定
天皇杯準々決勝 10月11日（土）･12（日） 未定 未定 未定
YNC準決勝 第2戦 10月12日（日） 未定 未定 未定
J1第28節 10月18日（土） 未定 鹿島 カシマ
J1第29節 10月22日（水） 未定 G大阪 日立柏
J1第30節 10月26日（日） 未定 仙台 ユアスタ
J1第31節 11月2日（日） 未定 徳島 日立柏
YNC決勝戦 11月8日（土） 未定 未定 未定
J1第32節 11月22日（土） 未定 大宮 NACK
天皇杯準決勝 11月26日（水） 未定 未定 未定
J1第33節 11月29日（土） 未定 清水 日立柏
J1第34節 12月6日（土） 未定 新潟 デンカS
天皇杯決勝 12月13日（土） 未定 未定 未定



̶̶今シーズン、ここまでの準備期間を振り返って、
手応えは感じますか。
「プレシーズンマッチの2試合に関して、結果も出
ています。キャンプ中の練習試合に関しても、徐々
に良くなってきているという部分から考えても、手
応えを感じています」
̶̶ここ2シーズンと比べると、長いオフでリラッ
クスができ、1月からの始動で準備万端の状況で
開幕を迎えられるのではないかと思いますが。
「準備期間も長く、ACLもないので、１人ひとりの
準備は昨年までと比べるとしっかり出来上がってい
るんじゃないかなという感じはします」

̶̶開幕ダッシュの予感がしますか。
「それを目指してやっていますから。開幕戦の大事
さはみんながわかっていることだし、前半戦の成績
がシーズンを大きく影響するということもわかって
います。だからこそ、開幕戦から勢いに乗れるよう
にしていきたいと思います」
̶̶ACLを戦うチームは開幕戦の2～ 3日前に
ACLの第1戦を戦っています。
「ACLは出なきゃいけない大会だと思うので、本当
はACLを戦いつつ、リーグ戦もという気持ちがあ
ります。だから残念な気持ちのほうが大きいので
すが、今年はリーグ戦に集中できるとプラスに考え

たいと思います」
̶̶準備期間が長かったことで新加入の選手たち
がレイソルのサッカーに馴染む時間も十分だった
のではないでしょうか。
「個人個人が持っている力を出して、周りにいい影
響を与えてくれています。自分にとってもいい刺激
になっています。チーム全体を考えても、いい刺激
が加わっているように感じます」
̶̶開幕戦の相手はFC東京です。
「監督が変わったということを考えると、相手がど
んなプレーをしてくるかわからないという部分で
試合の入り方には注意しなければいけないと思い
ます。ただ新外国人選手が加わっていますが、そ
れ以外の選手は変わっていないので普段通りにプ
レーしていきたいです。試合の中で、相手のやり方
に対して、早く修正ができるように気をつけたいと
思います」
̶̶FC東京は守備陣に代表クラスの選手が多い
ですが、攻撃面の印象はいかがですか。
「多くの選手が動いてボールに絡んできます。前線
の選手もいろいろと動いて、そこにどんどん選手が
入って来る。ただそのサッカーは去年までの監督
のサッカーですから、今シーズンはどうなるかはやっ
てみないとわからない部分ですよね」
̶̶新たに就任してイタリア人監督は守備面での指
示が細かく出しているようです。
「そういう相手に対して、うちの攻撃陣がどう崩し
ていくかも試合の見どころになると思いますよ」
●レイソルで最年長となった栗澤選手が今シーズ
ンへの思いを語ったインタビューの完全版はモバイ
ルレイソルで。

❶D＆C！
横手焼きそば600円／焼き鳥4本セット500円 など

❷鳥よし
まかないカレー2014 600円／とりピタサン
ド500円／とりの唐揚げ400円 など

❸ローソン
おにぎり、パン各種　100円～／アメリカン
ドッグ150円 など

❹モン.シェフ
揚げたこ焼き450円／生グレープフルーツ
チューハイ500円 など
※生ビール＆おつまみセット 800円
※豚汁＆おにぎりセット 500円

★★❺13日京クリエイト★★
焼きそば500円／チャーマヨ丼500円／フラ
イドポテト300円 など
※レイソルチャンピオンバーガー 300円

❻ローソン
からあげクン250円／各種パン100円～ など

❼技の福兆・海鮮焼き
特製いか焼き500円／ホタテの殻焼き500円
／サザエの壷焼き600円 など

❽インド料理印度亭
レイソルカリー650円／カリージャンバラヤ
650円 など
※印度亭のドーナツ500円

❾TOTO'S CAFE
ボロネーゼライス700円／ロコモコ700円 など
※若鶏トマト煮込み＆ローストビーフライス 700円

10エフェケバブ
ケバブサンド500円／ケバブラップ700円 など
※ビーフケバブ600円

11海賊船
たこ焼き500円／牛すじ煮込み450円／牛す
じ煮込み丼650円 など

12ブラウンシュガー
牛タン丼850円／牛タンフランク400円 など
※博多牛モツ鍋500円

14侍
かしわのからあげ500円／焼き鳥6本パック
500円 など
※鶏ハラミ串3本パック300円

15ローソン
おにぎり、パン各種100円～／からあげクン
250円 など

16ドミノ・ピザ
ピザ各種400円／フライドポテト300円／
ジューシーフライドチキン500円

17D&C!（ビジターエリア）
アルコール、ソフトドリンク各種
横手焼きそば600円／チキンカレー600円／
十勝豚焼600円 など

※：3/1 FC東京戦限定メニュー
●各売店にてソフトドリンクとアルコールを販売し
ております。

サッカーを愛する皆様へ 　Jリーグ及び柏レイソルでは、
安全で快適な試合観戦環境

をご提供するため、「試合運営管理規程」に基づいて試合の安全管理とセ
キュリティーを行っております。ご観戦の際は、柏レイソル公式HPや各入場
ゲート付近に掲出してある「試合運営管理規程」を遵守していただき、試合
の雰囲気を盛り上げるようなフェアな応援をお願いいたします。
　観戦ルールやマナーを守っていただくことで「安全で快適なスタジアム」
は実現できると考えております。皆様のご理解・ご協力を宜しくお願い申し上
げます。
　また地震が多発している状況を受け、当クラブでは安全対策の強化に取
り組んでいます。試合前、試合中に大きな揺れを感じた場合はあわてて出口
や通路、階段に殺到しないようにし、身をかがめる、頭を保護するなど身の
安全を確保してください。なお、試合中に緊急地震速報が発表された場合、
一時試合を中断いたします。場内アナウンスの指示に従って落ち着いて行動
していただきますようお願いいたします。

新商品発売のお知らせ

タオル
マフラー
各種
￥1,575
（税込）

ユニフォームストラップ各種
￥420（税込）

G o o d s  I n f o r m a t i o n

F O C U S

●会場内グッズ売店、オンラインショップにて発売中！
・柏熱地帯下コンコース内グッズ売店
・メインスタンドコンコース内グッズ売店
・バックスタンド下グッズ売店
※アソシエイツ会員割引（5％引）がご利用頂けます。お会計時に会員証をご提示下さい。

●柏レイソル公式オンラインショップURL
　http://www.reysol-shop.jp/

コンフィットTシャツ各種
子供用：￥3,780（税込）
大人用：￥4,095（税込）

28MF栗澤僚一

❺13日京クリエイト「レイソルチャンピオンバーガー」
2011年Jリーグ優勝を記念して作られた
バーガー。贅沢ボリューム！　まさに王者
に相応しいバーガー
です。通常は500円
を、本日のホーム開幕
戦では特別価格300
円で販売いたします！

その他キーホルダーや文房具なども続々登場！
※記載されている金額は発売日から2014年3月31日までの金額となります。



KUDO & LEANDRO

柏レイソルパートナー  KASHIWA REYSOL Partner

アスリート
イソメディカルシステムズ
グーロクリエイト
グロー工業
JAちば東葛
常南通運
田中動物病院
野田小型運送
日立産機システム
ファッション市場　サンキ
文化工房
東京海上日動火災保険
相鉄フレッサイン千葉柏

ディーバ
カレーの店 ボンベイ
あおば歯科
アジアンダイニングルンビニ柏店
イー・エス・エージェンシー
ヴィスポ柏99フットボールクラブ
海老輝自動車工場
FCアクティブ柏
大塚工務店
オランダ家新柏店
菓子工房　モン．シェフ
柏魚市場　
柏駅前通り商店街振興組合

柏　王道家
柏エフォートフットボールクラブ
柏市まちづくり公社
柏商工会議所
柏二番街商店会
柏マイティーフットボールクラブ
柏ラッセルフットボールクラブ
カナリーニョフットボールクラブ・
  カナクラーヴォフットボール
  クラブ（女子U-15）
北柏交通
木村ガラス
くいもの屋わん　柏東口店

（株）オーイズミフーズ
グリーンテック
京葉ガス
子供水着のサンディア
コナンテック
ザ・柏タワースクエア駐車場
桜田建設
サンアドバンス
芝園開発（cycle24h）
スパークル企画
炭火串焼き　とり竹
炭火焼鳥　マルチョー
関防水工事

SEPT
創作料理　銀の趣
（医）宙麦会ひだクリニック
ダスキンベリエール
ダムフットボールクラブ
中国名菜　吉鳳園
テガサイエンス　
てらだデンタルクリニック
トイプードル専門ブリーダー・
プードルライフ
東葛トヨエース・ロータス東葛
東邦タクシー
TOR

トキタ工務店
南洲興業
ニッカウヰスキー柏工場
ニッタクホーム
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
ベルクルール
穂高賃貸センター
ボックスウッド
桝田倉庫
ミツワ堂
みんなの歯科クリニック
明月苑

明治安田生命保険相互会社 柏支社
メディアーバー
八木歯科医院
ヤノハウスコート
リューセイ
ユニホームサービス
ワタベ塗工

柏レイソルでは「地域」と「応援」をキーワードに、クラブの活動理念にご賛同いただいた法人企業様を対象とするクラブスポンサー制度「柏レイソルパートナー」を設け、
多くの企業様にご協賛いただいております。皆様の温かいご支援のもと、地域と一体となったクラブを目指してまいります。

Jリーグ百年構想パートナー

2014アソシエイツ会員募集中！！

柏レイソル公式ファンクラブ「アソシエイツ」で
は、2014年度の会員を募集しております。詳
細・お申込はレイソル公式HP（http://www.
reysol.co.jp）をご確認ください。本日の試合会
場アソシエイツブース（柏熱地帯スタンド下）で
もご入会いただけます。
◆ご継続の方は昨年11月に発送しております、
「継続のご案内」をご確認ください。

クラブ、選手、そして、
『あなた』の大きな力をひとつに。

チケットのご購入はお近くのローソン・ミニストップ店内Loppiで！

3/15（土）vs名古屋、3/19（水）vs浦和、3/29（土）vs大宮
ホームゲームチケット発売中！

REYSOL Report

　各メディアによるレイソルの下馬評がすこぶる高
い。昨シーズンは、リーグ戦では10位といまひとつ振
るわなかったが、ナビスコカップを14年ぶりに制して
2010年のＪ２優勝から続く４年連続タイトルを獲得。
さらにＡＣＬベスト４、今オフに敢行した充実の補
強、６年目を迎えるネルシーニョ体制などを踏まえれ
ば、多くの識者、記者たちが今シーズンのレイソルに
高い評価を与え、大きな期待を抱いているのも納得
ができる。
　とりわけ注目を浴びているのが豪華絢爛の攻撃
陣だ。工藤壮人、レアンドロ・ドミンゲス、田中順也と
いう現有戦力に、高い決定力を有するレアンドロが
加わった。新戦力の目玉は紛れもなくレアンドロであ
る。レアンドロ１人に限定せず、“２トップの関係性”
という視点でも、おそらく今シーズンのレイソルには、
今までにはなかったパターンによるゴールが増えるの
ではないかとの予感がある。
　レアンドロは動き出しに長けたＦＷだ。ボールの収
まりも良く、張るだけではなくスペースを巧みに使え
る。ただ、同じく裏への抜け出しと、バイタルエリアの
スペースに降りて収めるプレーを得意としている工藤
との関係性に関しては、実際にこの目で２トップの動
きを見るまで、いったいどのような化学反応を引き起
こすか、「読めない」というのが本音だった。
　指宿キャンプでは、工藤にレアンドロとの関係性
について訊ねた。そこで工藤は「お互いに動きを意識
し合っている。被るというイメージはない」と話してい
た。事実、練習試合での富山戦で挙げた工藤の先制
点は、レアンドロの空けたスペースに後方から猛然と

走り込み、放ったものだった。
　その後、先日のプレシーズンマッチ栃木戦でも工
藤とレアンドロは２トップを組んだ。後半20分の狩
野健太から入ったパスによる、工藤とレアンドロが見
せた一連の攻撃は、ポジションが被るどころか、ゴー
ル前のスペースを狙える感性を持つ者同士だからこ
そ、瞬時に成し得るコンビネーション、言わば“イメー
ジとスペースの共有”を体現しているかのようだ。
　チームとして組織的に相手を崩し、内容の良い試
合で勝利を挙げるに越したことはないが、長丁場の
リーグ戦では必ずしも良い状態、良い内容ばかりで
はない。リズムが停滞し、どうもうまく回らない。そう
いう試合でいかに勝ち星を拾っていくか、それがリー
グタイトル奪還のひとつの鍵だと見ている。チーム全
体のリズムが悪い場合でも、２トップの関係性が高
い水準にあれば、我慢の時間を続けてさえいれば、２
人は必ず火を放つ。
　昨シーズン、レイソルは引き分けが９試合、１点差
負けが４試合あった。そういったうまく回らなかった
試合において２トップが火を噴き、仮に４つの１点差
負けを引き分けへ、そして９試合の引き分けのうち３
分の２に当たる６つを勝利に結びつけていたらどう
だろうか。勝ち点16が加算され、レイソルは64ポイン
トに到達していたことになる。
　では、昨シーズンの広島が何ポイントを挙げたか、
今一度確認してみてほしい。

Profile／鈴木潤 Jun SUZUKI
レイソルを中心に国内ユース年代から海外サッカーなどを取材。

J's GOALのレイソル担当も務める。

公式携帯サイト「モバイル・レイソル」では、公式
WEBサイトとの連動コンテンツ、携帯オリジナル
コンテンツをお楽しみいただけます。
◎月額315円（税込み・通信料除く）
http://reysol.co.jp/

［mopita］http://mb.reysol.co.jp
［docomo SPモード］
 http://sp.reysol.co.jp

https://www.facebook.com/ReysolOfficial

https://twitter.com/Rey_kun

スマートフォンサイト

オフィシャルFacebookページ

レイくんTwitter

とうとう開幕ですよ2014！ 超よくばりに
全部のタイトル獲りに行っちゃうぞー！


