
REYSOL WINNING GUIDE

勝ち切る強
したた

かさを掴め！
 今こそVitoria精神で！！
　4月16日、NACK5スタジアムでレイソルは
ヤマザキナビスコカップのグループリーグ第3
節、大宮アルディージャ戦を戦った（△1－1）。
今節日立台に迎え入れる相手は横浜F・マリノ
ス。15日にホームでAFCチャンピオンズリーグ
（ACL）の第5節、全北現代戦を戦い、先制さ
れながらも、齋藤学の2ゴールで逆転勝利。グ
ループリーグ突破への望みを残している。
　昨シーズン、最後の最後でリーグ王者のタイ
トルを逃したマリノスにとって、年明け早々に得

た7度目の天皇杯優勝だけでは満足がいくはず
はない。樋口靖洋監督のもと、3年目のシーズ
ンを迎える今年、リーグ、ACLでのタイトル獲得
を狙っている。チーム得点王だったFWマルキー
ニョス（→ヴィッセル神戸）の退団はあったが、
MF藤本淳吾（←名古屋グランパス）、DF下平匠
（←大宮アルディージャ）、FW伊藤翔（←清水
エスパルス）、FW矢島卓郎（←川崎フロンター
レ）ら、即戦力が加入。さらに前述の齊藤、MF
中村俊輔、DF栗原勇蔵、DF中澤佑二ら、新旧

揃った代表レベルの選手も健在だ。前節、監督
が代わったベガルタ仙台相手に0－2と敗れ、
勝点10でレイソルと並んではいるが、強敵には
変わりない。
　川崎戦でいい働きを見せたFW木村裕の離脱
は残念なニュースだが、カップ戦の大宮戦でケ
ガから復帰し、同点弾を決めたDF橋本和は好
調をキープ。終盤にはMF栗澤僚一もピッチに
帰って来た。どんなメンバーで試合に臨むのか
とともに、勝利を期待したい。
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VS2014 J.League Division1
8th Sec.
2014.04.19 SAT 横浜F・マリノス
印西ホームタウンデー



［監督］ ネルシーニョ ［監督］ 樋口 靖洋

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第8節

柏レイソル × 横浜F・マリノス
2014.04.19 SAT 日立柏サッカー場 15:04 KICK OFF

J.League Division 1 順位表

2014年4月12日（第6節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 広島 16 7 5 1 1 6
2 鹿島 15 7 5 0 2 10
3 神戸 14 7 4 2 1 8
4 浦和 13 7 4 1 2 5
5 鳥栖 12 7 4 0 3 5
6 新潟 12 7 3 3 1 1
7 川崎 11 7 3 2 2 7
8 C大阪 11 7 3 2 2 5
9 柏 10 7 2 4 1 2
10 横浜FM 10 7 3 1 3 1
11 清水 10 7 3 1 3 -2
12 名古屋 9 7 3 0 4 -3
13 FC東京 8 7 2 2 3 -3
14 大宮 7 7 2 1 4 -3
15 G大阪 6 7 1 3 3 -3
16 甲府 6 7 1 3 3 -6
17 仙台 5 7 1 2 4 -9
18 徳島 0 7 0 0 7 -21

予想スターティングメンバー

マッチコミッショナー：川北 信幸
アセッサー：濱名 哲也

主審：村上 伸次／副審：山口 博司、聳城  巧／第4の審判：佐藤 貴之

　序盤から際立っていたのは守備陣の安定感だった。ニカノール監督からの指示
で守備を強調されていた通り、ボランチの下平が相手の攻撃の芽を完全に摘み取
る。しかも下平はボールを奪うと素早く攻撃へ転じ、起点としても活躍した。16分、
下平のミドルレンジのパスから右ＳＢで出場した吉田（現ダイレクター）のプロ入り
初ゴールが決まりレイソルが先制。41
分にも下平のクロスを酒井が決めて点
差を広げた。後半に入っても勢いは衰え
ず、73分に相手ＤＦのオウンゴールを
誘発し、試合終了間際にはＣＫからワグ
ネルが決めてダメ押し。14本のシュート
を浴びながらも下平、渡辺、伊達ら守備
陣が奮闘。安定した守備が良い攻撃を
生み出し、４－０という大勝を飾った。

プレイバック 横浜FM戦 1996年9月7日（土）／新潟市陸上競技場
1996Jリーグ 第18節　柏［4-0］横浜M

sta!

ヘッドコーチ／小林 慎二
コーチ／小坂 雄樹
コーチ／岡村 保志
GKコーチ／松永 成立
フィジカルコーチ／篠田 洋介

1 GK 榎本 哲也
4 DF 栗原 勇蔵 
5 DF ドゥトラ
6 MF 小椋 祥平 
7 MF 兵藤 慎剛
8 MF 中町 公祐 
9 FW 矢島 卓郎
10 MF 中村 俊輔
11 MF 齋藤 学
13 DF 小林 祐三 
14 MF 熊谷 アンドリュー
15 DF ファビオ
16 FW 伊藤 翔 
17 FW 端戸 仁
19 FW 藤田 祥史
20 MF 佐藤 優平
21 GK 飯倉 大樹
22 DF 中澤 佑二
23 DF 下平 匠
24 DF 奈良輪 雄太
25 MF 藤本 淳吾
26 MF 三門 雄大
27 MF 富澤 清太郎 
28 MF 喜田 拓也
29 MF 天野 純
30 GK 六反 勇治
31 GK 鈴木 椋大
32 MF 松本 翔
33 DF 北谷 史孝
41 GK 田口 潤人（2種）  
※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

sta!

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

KASHIWA 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 ●0-1
YNC※3予選L第1節 3月19日（水） 19:00 浦和 日立柏 ○2-1
J1第4節 3月23日（日） 14:00 徳島 鳴門大塚 ○2-0
J1第5節 3月29日（土） 15:00 大宮 日立柏 △2-2
YNC予選L第2節 4月 2日（水） 19:00 甲府 中銀スタ △1-1
J1第6節 4月6日（日） 15:00 C大阪 日立柏 ○2-1
J1第7節 4月11日（金） 19:00 川崎 等々力 △1-1
YNC予選L第3節 4月16日（水） 19:00 大宮 ＮＡＣＫ △1-1
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 埼玉
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



̶̶ケガから復帰し、最初の試合だった川崎フロ
ンターレ戦はいかがでしたか（取材日は4月12日）。
「復帰して2日で試合に先発したので、少し体力的
には厳しい部分もありましたが、大きな問題はな
かったと思います」
̶̶移籍後、開幕戦に出場しました。ケガで試合
から離れた時期もありましたが、チームには慣れま
したか。
「最初のころと比べると、今のほうがかなり良くなっ
てきていると思います」
̶̶チームのやりかた、選手もかなり入れ替わり
がある中で、自分の色・スタイルは出せるようになっ

てきていますか。
「チームが望む、チームカラーに合うようなプレー
を心掛けています。これからもチームに馴染んで
行けば、自分の本来の持ち味も出していけると思っ
ています」
̶̶横浜F・マリノス戦は、グギョン選手の誕生
日です。誕生日にゴールを決めたなど、印象に残
る思い出はありますか。
「Jリーグで5年間プレーしていますが、まだゴー
ルを決めたことがありません。それに誕生日が試
合だったこともありませんでした。個人的にはそれ
ほど誕生日を特別な日だとは思っていないのです

が、これまでと同じように最善の準備をして、試
合に臨もうという思いです」
̶̶学生時代も含めて、誕生日ゴールなどの思い
出はないのでしょうか？
「これでも学生のときには、たくさんのゴールを決
めてきたんですよ。本当に多くのゴールを決めてき
たので、（誕生日ゴールがあったかも）よく覚えてい
ないです」
̶̶今日の対戦相手であるマリノスは昨シーズン、
優勝争いをしていたチームです。
「選手個々の能力が高く、いい選手が揃った良い
チームです。ただチームとして上手く戦えれば、わ
れわれにも十分に勝算があると思います」
̶̶マリノスのサッカーに対する印象はどんなもの
でしょう。
「中村俊輔選手を中心にしたサッカーをしていると
いうイメージがあります。だからこそチームとして
組織的に戦うチームよりは戦いやすいのではない
かと思います」
̶̶マリノス戦の勝敗を分けるポイントはどこにな
ると思いますか。
「まずは失点しないことが大事です。失点すること
がなければ、得点のチャンスはいずれ訪れるし、
そのチャンスを生かせれば、勝利に近づけると思
います。だからまずは失点しないことです」
●高山選手とともに、湘南ベルマーレからやって
来たハン・グギョン選手。彼が柏やW杯への思い
を語ったインタビューはモバイルレイソルで。

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

ラバーストラップ
（ユニフォーム）　
￥648 ICカード

ホルダー
（リール付き）
￥1,080

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/

8MF

ハン グギョン

※記載されている金額は消費税（8％）込みの金額となります。

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／必勝祈願すし650円 など

❽インド料理印度亭
レイソルカリー600円／カリージャンバラヤ
650円 など

❾TOTO'S CAFE
そーきソバ700円／バッタイ700円／グリー
ンカレー700円／ハーフ丼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5本パック
500円／特製もつ煮込み350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。

メッシュキャップ（メッセージ）
フリー：￥3,024
Jr.フリー：￥2,916

11海賊船
フライメニュー満載！！
モツをスパイシーなから揚げにした「もつ
唐ちゃん」300円がオススメ！！
おつまみにも、おやつにもピッタリで1度食
べたら「やみつき！」間違いなしです！
その他、「100円コ
ロッケ」や「大阪名物
串カツ」200円など
もチェックしてみてく
ださいね。



ベンチワーク

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！

REYSOL Report

　第７節を終えた時点で４つの引き分けは、18チー
ム中最多の数字だ。ナビスコカップでも開幕戦の浦
和戦こそ爽快な逆転勝ちを収めたが、その後は２試
合連続で引き分けと、リーグ、カップとも勝ち切れな
い試合が続く。
　ただ、引き分けに終わった直近の２試合、前節の川
崎戦とナビスコカップの大宮戦にはネガティブな要
素だけではなく、ポジティブな面がいくつか見られた
のも確かである。
　例えば前節の川崎戦。改修工事中の等々力陸上競
技場の仮設の記者席は、アウェイ側ベンチの真上と
あって、試合中はすぐ近くでサブの選手たちがウォー
ミングアップをしている。そのような中、桐畑和繁の
大声が90分間終始響き渡っていたことが印象的だっ
た。味方の好プレーに対しての声掛けはもちろん、
ミスが発生した時にも声を張り上げて味方を鼓舞す
る。これまでも、桐畑のこうした姿勢に関しては多くの
選手から常々話を聞いていたのだが、パワー全開の
声出しを90分間続ける選手は、チームの士気を上げ
るためには絶対に必要であり、チームを鼓舞・後押し
できるキャラクターは、全てのプロ選手が持っている
能力ではない。
　また、同じく川崎戦は、木村裕が79分にレアンド
ロに代わって投入され、今シーズン初出場を果たし
た。練習試合やＪリーグ・アンダー22選抜でもゴール
を挙げるなど、かねてから調子の良さは感じさせてい
ただけに、そのプレーが評価されたのだろう、第４節
の徳島戦以降は常に18名のメンバー入りを果たして
いた。ようやく川崎戦で訪れた出場のチャンス。木村

は持ち前のポジショニングの良さを発揮し、工藤壮
人と田中順也の近くでプレーすることでパスを出し入
れしながら、自らもペナルティーエリア内で攻撃に絡
み、惜しい場面を作るなど停滞していた攻撃にリズム
をもたらしていた。
　そして、水曜日に行われたナビスコカップの大宮戦
では、後半開始と同時にピッチに入った茨田陽生の
プレーが目立った。茨田は、いきなり２本のパスで後
半立ち上がりにチャンスを作り、その後も際どい縦パ
スをレアンドロへ通したり、高山薫と橋本和の両翼に
展開したり、自ら運んでミドルシュートを打ったりと、
前半にはなかったテイストを加えて、ネルシーニョ監
督から与えられたタスクを遂行した。
　スタメンの11名がゲームプランを完遂し、非のつけ
どころのない試合運びを見せ、交代枠を全く使わずに
快勝を収めることが最も理想的な展開なのかもしれ
ないが、そのような試合は年に一度あるかないかという
ぐらい稀なこと。ほとんどの試合はどこかでうまく回ら
ない箇所が発生し、相手はそこを狙い目とばかりに突
いてくる。劣勢の時にチームを鼓舞し、士気を上げられ
る存在や、途中から出場して悪い流れを断ち切り、リズ
ムを変えられる選手がいなければチームは回らない。
　直近の２試合は結果的には引き分けという不本意
な成績に終わったが、メンバー全員で戦うベンチワー
クの面では、巻き返しの気配は感じさせている。今の
状況を乗り越えさえすれば、必ず事態は好転する。

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324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

チャンス選手の復帰とか、いろんなこと
が嬉しい最近！みんなで勝ちましょー☆

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

チケット発売中！ 5/3（土・祝）vs鹿島戦、5/10（土）vs新潟戦、
5/21（水）vsナビスコ杯 新潟戦 ※4/26（土）vs浦和戦のチケットは完売しました。当日券の発売もございません。


