
REYSOL WINNING GUIDE

戦いの舞台は日立台
 ホームで今季初勝利を！！
　開幕3戦目となる今日、日立台に迎え入れる相
手は名古屋グランパス。レイソルがリーグ制覇を
達成した前年に初優勝を成し遂げ、１１年には終
盤まで激戦を繰り広げた相手だ。結局レイソル
はグランパスの連覇を阻み、リーグを制した。昨
シーズンはともに振るわず、レイソルは10位、グラ
ンパスは１１位に終わった。FW玉田（99－05在
籍）に続き、今季西野朗監督（98－01年7月）が
指揮を執ることで、やはり少し特別な相手という
感覚になる対戦だ。

　ACL出場権のかかる上位進出が叶わなかった
昨シーズンの汚名を晴らすべく、ともに今季はリー
グ奪還を目指して開幕を迎えている。しかしレイ
ソルは2引き分けに終わり、グランパスはホームで
清水エスパルスに逆転負け。前節、アウェイで何
とか勝利を収めたが、終盤に大宮アルディージャ
のパワープレーに押し込まれ、あわや同点という
ところまで追い詰められた。
　ストイコビッチ前監督から西野監督にバトンは
渡ったものの、FWケネディ、FW玉田、MF小川、

MFダニルソン、DF闘莉王、GK楢崎と主力選手は
健在。MF枝村（←セレッソ大阪）、欧州帰りのス
ピードスターFW永井など、タレントも豊富なまま
だ。ポゼッションからの攻撃的なサッカーという
持ち味も2試合でしっかり発揮している。
　2戦連続ドローで波に乗れないレイソルだが、
攻撃陣が噛み合ったときの破壊力は開幕戦でも
確認済み。まずは自らのミスで相手に勢いを与え
ないことが第一だ。無失点で90分を終えること
ができれば、勝利は必ず手に入る。
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2014.03.15 SAT 名古屋グランパス



［監督］ ネルシーニョ ［監督］ 西野 朗

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第3節

柏レイソル × 名古屋グランパス
2014.03.15 SAT 日立柏サッカー場 15:03 KICK OFF

J.League Division 1 順位表

2013年3月8日（第2節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 鹿島 6 2 2 0 0 6
 1 鳥栖 6 2 2 0 0 6
 3 横浜FM 6 2 2 0 0 3
 4 広島 6 2 2 0 0 2
 5 G大阪 3 2 1 0 1 1
 5 C大阪 3 2 1 0 1 1
 7 名古屋 3 2 1 0 1 0
 8 清水 3 2 1 0 1 0
 9 浦和 3 2 1 0 1 0
10 新潟 3 2 1 0 1 -1
11 神戸 2 2 0 2 0 0
12 柏 2 2 0 2 0 0
12 FC東京 2 2 0 2 0 0
14 川崎 1 2 0 1 1 -1
15 甲府 1 2 0 1 1 -4
16 仙台 0 2 0 0 2 -3
16 大宮 0 2 0 0 2 -3
18 徳島 0 2 0 0 2 -7

予想スターティングメンバー

マッチコミッショナー：河本 弘
アセッサー：不破 信

主審：今村 義朗／副審：中井 恒、渡辺 智哉／第4の審判：秋澤 昌治

首位・鹿島を追走するレイソルにとっては、絶対に勝たなければならない大一番
だった。選手たちは気迫に満ち溢れ、序盤から名古屋を圧倒するも、数多くの決
定機を外しゴールだけが遠い。逆に33分、一瞬の隙を突かれ失点を許してしま
う。この嫌な流れを途中出場の砂川が変える。大野、砂川と起点が２つになった
レイソルは、さらに攻勢を仕掛けてい
き、まずは70分に砂川のクロスから渡
辺光が合わせて同点とし、さらに78分
には大野のＦＫから北嶋の技ありヘッ
ドが炸裂。エースのシーズン18ゴール
目は貴重な逆転弾となり、辛くも名古
屋を退けて８連勝を飾るとともに、最
終節の鹿島との直接対決に初優勝を
懸けて挑むことになった。

プレイバック＠名古屋戦 2000年11月23日／日立柏
J1 2nd第14節　柏［2-1］名古屋

staff

コーチ／喜熨斗 勝史
コーチ／今久保 隆博
コーチ／實好 礼忠
コーチ／藤 宏明
GKコーチ／ジェルソン
フィジカルコーチ／ブローロ

1 GK 楢﨑 正剛
2 DF 大武 峻
3 DF 牟田 雄祐
4 DF 田中 マルクス闘莉王
5 MF ヘジス
6 DF 刀根 亮輔
7 MF 中村 直志
8 MF ダニルソン
9 FW 野田 隆之介
10 MF 小川 佳純
11 FW 玉田 圭司
13 MF 磯村 亮太
14 MF 田鍋 陵太
15 DF 本多 勇喜
16 FW ケネディ
17 FW 松田 力
18 FW 永井 謙佑
19 FW 矢野 貴章
20 MF 矢田 旭
21 GK 西村 弘司
22 FW 小屋松 知哉
23 MF 青木 亮太
24 DF ハーフナー ニッキ
25 MF 望月 嶺臣
26 MF 森 勇人
27 FW 杉森 考起
28 MF 田口 泰士
29 DF 佐藤 和樹
30 GK 野村 政孝
38 MF 枝村 匠馬
50 GK 高木 義成  
※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

K ASHIWA REYSOL 2014 Game Schedule

※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

○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 △1-1
J1第2節 3月8日（土） 15:00 神戸 ノエスタ △1-1
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 ヤンマー
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



̶̶今節の対戦相手である名古屋グランパスに対
する印象は。
「去年2回対戦した印象では、個人の能力がすごく
高いチームだなというイメージです。前にはケネディ
とか、特長のある選手もいますから」
̶̶グランパスというと、やはり攻撃のチームと言
うイメージが強いのでしょうか。
「そうですね。でも闘莉王もいるし……。ディフェ
ンスだけではなく、攻撃もできちゃう選手ですか
ら。あとはDF大武（峻／福岡大3年。特別指定
選手）も開幕スタメンだったみたいだし、いい選手
だと思います。とにかく個人の能力が高くて、力

強さを感じるチームです」
̶̶GK楢崎、DF闘莉王、MFダニルソン、FW
ケネディと、チームの背骨の部分にあたる選手が
とにかく大きくて、強いですから。
「そうなんですよ。真ん中が強いですよね。それで
いて小川くん（佳純）はうまいし、玉田さん（圭司）
は速いので、ケネディを中心にしつつ、厄介な感
じがします」
̶̶ただDFラインはかなり若返っているので、
チャンスが作れるかもしれません。
「まずは自分のマッチアップした相手に負けないっ
て気持ちが大事です」

̶̶ここまでリーグ戦2試合を終えて、レイソルで
プレーした印象はいかがでしょう。
「ホームでの開幕戦、相手にチャンスを作られた部
分はありましたけど、それでもチームとしてはいい
サッカーをしていたし、チャンスも結構ありました。
でも前節はアウェイの神戸戦で、監督もミスが多
かったと言っていましたが、チームもそうなんです
が、個人的にもミスがあった。ピッチに立ってる自
分がもっと積極的にやれていたら、結果は違った
んじゃないかなと思っています。ここでまたホーム
に戻ってきてやれるので、次は強気でプレーした
いです。ミスを恐れると、逆にミスにつながる部
分もある。だから強気な気持ちで、ここ2試合よ
りもいいプレーを見せたいと思います」
̶̶開幕戦では橋本選手とうまく連携をとって、
左サイドから攻守でいい形を作れていたように思
いますが。
「後ろから声をかけてくれるので、しっかりとコミュ
ニケーションをとって、徐々にやれてきているとは
感じています。やりやすいのは確かかもしれない
ですね」
̶̶神戸戦では自らもシュートを打って狙っていき
ましたね。
「1本ありましたね。ああいうシーンをもっと増やし
たいです。何回かはできているんですが、まだま
だ回数が少ないので、増やしていきたいです」
●やべっちFCのデジっちでサポーターに鮮烈な印
象を残した高山選手。そんな彼の素顔に迫るイン
タビューの全文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

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／レイソルチャンピオン
バーガー 500円 など

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

❾TOTO'S CAFE
ボロネーゼライス700円／ロコモコ700円 
など

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

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

14侍
かしわのからあげ500円／焼き鳥6本パック
500円 など

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

●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

アクリル
パスケース
（ユニフォーム）　
￥1,260
（税込）　　ダブル

キーホルダー
￥1,050（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/

ベーシックTシャツ（ロゴ）
￥1,995
（税込）

13MF

高山薫

❽印度亭「レイソルカリー」650円
2014年、今年も売ります、売らせていた
だきます！ 日立台名物！ みんな大好きレ
イソルカリー♪ 細か
い説明は不要っ見た
ら買うべし食べるべ
し。これが印度亭の
VITORIA！

その他、リストバンドやバンダナ、ストラップなども新発売！
※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。



目の前の試合を全力で

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。

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！

3/19（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

　今シーズンの目標は３年ぶりのリーグ制覇である。
しかし広島、横浜ＦＭ、鹿島といった、おそらく優勝
争いのライバルになると見ている有力チームが快調
に開幕２連勝を飾る中、レイソルは２試合連続引き
分けと、早くも４の勝ち点差をつけられてしまった。
　挽回のチャンスが十分にあるのは確かだが、「まだ
まだ先は長い。なんとかなるさ」という思考では優勝
など絶対にできない。
「目の前の試合を決勝戦だと思って一戦一戦全力で
戦う」
　それこそが、2010年からレイソルに根付くメンタリ
ティーである。
　そんな“決勝戦のメンタリティー”について言及す
るのならば、2012年度の天皇杯と昨年のナビスコ
カップが最適だろう。スコアが示す通り、決勝戦はい
ずれも苦しい試合だったが、研ぎ澄まされた集中力と
勝利に対する貪欲なまでの姿勢を持って決戦に臨ん
だ選手たちは、メディアから受ける“不利”という下馬
評を覆して、見事に覇権を手にした。
　サッカーでは90分間の全ての時間で主導権を握
り、相手を圧倒するということは、よほどの実力差
がない限りはありえない。必ず優勢に試合を運ぶ時
間帯があり、劣勢に陥ることもある。したがって苦し
い時間帯を耐え切れるか、そして限られたチャンスで
ゴールを決め切れるか。そこに勝敗の分かれ目がある
わけだが、レイソルがタイトルを勝ち取った２つの決
勝戦は、数々のピンチをしのぎ、逆に勝負どころでは
全員がギアを上げ、決勝点をもぎ取ってきた。
　高いモチベーション、研ぎ澄まされた集中力、ほど

よい緊張感など、様々な要素が絡み合ってこそ、あの
独特な“決勝戦のメンタリティー”が生まれる。そのメ
ンタル状況に持っていくには、莫大なエネルギーが必
要であろうし、そもそも独特な雰囲気を醸し出すカッ
プ戦のファイナルだから成せる業なのかもしれない。
　それでも2011年には、「目の前の試合を決勝戦だ
と思って一戦一戦全力で戦う」というフレーズが合言
葉のように飛び交い、長丁場のリーグ戦でそのメン
タリティーを維持する戦いを実践した。その結果、勝
敗がどちらに転んでもおかしくはない紙一重の戦い
をモノにし、リーグタイトルを勝ち取った。
　レイソルが今後も勝ち続けていくことを目指すのな
らば、この「目の前の試合を決勝戦だと思って一戦一
戦全力で戦う」というメンタリティーは継承されるべ
きである。
　ＦＣ東京戦も神戸戦も、勝つ可能性もあったが、一歩
間違えていれば負けていた試合だった。上記したように、
こうしたどちらに転ぶか分からない紙一重の試合をモノ
にしていかなければ優勝を成し遂げることはできない。
　この２試合、選手たちは全力で試合に挑んでい
た。ただ、そのテンションをさらにもうひとつ引き上
げ、スタジアムを取り巻くボルテージをもう一段階熱
くしたい。言うなれば、天皇杯決勝とナビスコカップ
決勝、そして2011年のリーグ戦のように。
　優勝とは、それほどのパワーとエネルギーを要する
ものなのだ。

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

引き分け続きですが、最近のスゲノ守護
神様はすごい…！今日は活躍＆勝利を☆

発行：（株）日立柏レイソル　制作協力：（株）文化工房　ライター：平山佳代、鈴木潤　オフィシャルフォトグラファー：飯村健司


