
REYSOL WINNING GUIDE

勝利が絶対条件だ！
90分後の歓喜を信じて！！
　いよいよヤマザキナビスコカップのグループ
リーグ最終戦が行われる。前節、グループリーグ
を戦い終えたヴァンフォーレ甲府は浦和レッズに
敗れ、勝点10のままで全日程を終了。勝点を12
に伸ばしたレッズがBグループのトップに立ち予
選突破を決めた。今日はホームに7位徳島ヴォル
ティス（勝点1）を迎える。レイソルとは勝点1差
で5位につけるアルビレックス新潟は6位の大宮
アルディージャ（勝点2）と対戦。勝点8のまま、
最終戦を迎えたレイソルは今日の試合に勝てば

勝点は11まで伸びる。しかしグランパスが今節勝
利すれば、グループ3位に止まり、決勝トーナメ
ント進出の望みは絶たれる状況だ。
　前節はグランパスとのアウェイゲームだった
が、3月のリーグ戦（3節●0－1／日立台）と同様
に自分たちのリズムで戦えないまま敗れた。中3
日で迎える今日、この敗戦を引きずることなく、
快勝に結び付けたい。
　対戦相手の徳島ヴォルティスとは、今季リーグ
4節で対戦しているが、77分に橋本がゴールを決

めるまでは苦戦を強いられた（○2－0／鳴門大
塚）。守りが堅く、速攻でチャンスを狙うチーム
のやることは徹底している。連戦を配慮して、選
手たちを入れ替えながら戦っており、中3日の疲
労は軽減されているだろう。最初から飛ばして試
合に入ってくる相手に対して、受けに回ることな
く、レイソルは自分たちの戦いを見せるべきだろ
う。引かれた相手に攻め手を欠く課題を克服し、
目標としている連覇達成のためにも最終戦は
勝って終わりたい。
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VS 徳島ヴォルティス2014 J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP
Group B League 7th Leg
2014.06.01 SUN



［監督］ ネルシーニョ 　　［監督］ 小林 伸二

2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第7節

柏レイソル × 徳島ヴォルティス
2014.06.01 WED 日立柏サッカー場 15：03 KICK OFF

予想スターティングメンバー

マッチコミッショナー：玉井 朗
アセッサー：山田 等

主審：榎本 一慶 ／副審：武田 光晴、原田 昌彦／第4の審判：篠藤 巧

　左サイドをダイナミックに突破した橋本のグラウンダークロスをファーサイドの
茨田が合わせて、レイソルがいきなり先制する。茨田のプロ入り初ゴールが、この
試合のゴールラッシュの幕開けだった。35分には工藤がPKを決めて2-0。後半
に入ってもレイソルの勢いは衰えず、55分に茨田、60分に工藤が、それぞれ相手
守備網を崩した形でゴールを挙げて徳
島を突き放した。さらに途中から出場
した山﨑も躍動。山﨑は両SBへ好パ
スを配球し、90分には武富のプロ入り
初ゴールと、アディショナルタイムにも
田中のダメ押し弾に絡んだ。終わって
みれば生まれたゴールは6。アカデミー
出身1、2年目の若手、大卒ルーキー田
中の爆発が大勝劇を生んだ。

プレイバック＠徳島戦 2010年5月16日（日）／日立柏
2010 J2 第13節　柏［6-0］徳島

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 （NH）
9 FW 工藤 壮人 （NH）
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 （NH）
18 FW 田中 順也
19 FW 木村 裕 （NH）
20 MF 茨田 陽生 （NH）
21 GK 菅野 孝憲
22 DF 橋本 和
23 DF 渡部 博文
25 MF 小林 祐介 （NH） 
26 MF 太田 徹郎
27 DF キム チャンス
28 MF 栗澤 僚一
29 MF 中山 雄太（2種）
31 GK 中村 航輔 （NH）
32 DF 中谷 進之介 （NH）
33 DF 輪湖 直樹
34 FW 大島 康樹（2種）
35 MF 手塚 康平（2種）
36 FW 会津 雄生（2種）
37 MF 山本 健司（2種）
※出場停止：なし
※NH＝ニューヒーロー賞対象選手

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　※5：愛媛県代
表vs岡山県代表の勝者　◎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 △0-0
J1第9節 4月26日（土） 13:00 浦和 日立柏 ○3-2
J1第10節 4月29日（祝･火） 16:00 G大阪 万博 ○2-1
J1第11節 5月3日（祝･土） 13:00 鹿島 日立柏 ○1-0
J1第12節 5月6日（祝･火） 15:00 鳥栖 ベアスタ ●0-1
J1第13節 5月10日（土） 19:00 新潟 日立柏 ○1-0
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ ●0-3
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏 ○1-0
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 ●0-1
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 ※5 日立柏
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

staff

ヘッドコーチ／長島 裕明
コーチ／甲本 偉嗣
GKコーチ／古島 清人
フィジカルコーチ／高木 昭次

1 GK 松井 謙弥
2 DF 福元 洋平
3 MF アレックス
4 DF 藤原 広太朗 （NH）
5 DF 千代反田 充
6 MF 窪田 良 （NH） 
7 MF 小島 秀仁 （NH） 
8 MF 青山 隼
9 FW ドウグラス
10 MF クレイトン ドミンゲス
11 FW 津田 知宏
13 FW 高崎 寛之
14 MF 濱田 武
15 MF 廣瀬 智靖
16 MF 斉藤 大介
17 MF 衛藤 裕
18 MF 宮崎 光平
19 FW キム ジョンミン （NH）
20 FW 大﨑 淳矢 （NH）
21 GK 川浪 吾郎 （NH）
22 DF 木下 淑晶 （NH）
23 MF 小暮 大器 （NH）
24 DF 那須川 将大
25 FW 佐々木 一輝 （NH）
26 DF 橋内 優也
27 MF 花井 聖
28 MF 李 栄直 （NH）
29 DF ソン セファン （NH）
31 GK 長谷川 徹
32 GK 阿部 一樹  
※出場停止：なし
※NH＝ニューヒーロー賞対象選手

YAMAZAKI NABISCO CUP 予選リーグ順位表
GROUP B［第6節］

2014年5月28日（第6節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 浦和 12 5 4 0 1 3
2 甲府 10 6 3 1 2 5
3 名古屋 10 5 3 1 1 3
4 柏 8 5 2 2 1 3
5 新潟 7 5 2 1 2 -1
6 大宮 2 5 0 2 3 -6
7 徳島 1 5 0 1 4 -7

GROUP A［第6節］
順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 G大阪 12 6 4 0 2 5
2 清水 9 5 3 0 2 3
3 神戸 9 5 3 0 2 0
4 FC東京 7 5 2 1 2 2
5 鳥栖 6 5 2 0 3 -1
6 鹿島 6 5 2 0 3 -3
7 仙台 4 5 1 1 3 -6



̶̶今日の対戦相手は輪湖選手が2010～11年
に所属していた徳島ヴォルティスです。
「僕がいたときの選手で5節の名古屋グランパス
戦でメンバーに入っているのは、青くん（青山隼）、
津田さん、ジョンミン（キム）、大介さん（斉藤）
だけですね」
̶̶J1に昇格して、チームのメンバーが変わった
ということでしょうか。
「3年前ですからね。でも全体では9人いるので、
多いほうだと思います。徳島はサッカーをやる環
境が整っていますし、チームの雰囲気も良くて、
いい印象です。あまり試合には出られなかったで

すけど、楽しい2年間でした」
̶̶10年にはJ2でレイソルとも対戦しています
が、当時と比べて徳島のチームスタイルは変わっ
ているのでしょうか。
「守備をしっかりして、堅守速攻という印象でした
し、いまも同じような印象だと思います。ただい
まはJ1で守りきれないから、勝てないという感じ
なのではないでしょうか。でも雰囲気は昔と変わ
らないし、やり方も変わっていないようです」
̶̶徳島ではいい思い出があるということです
が、とくに印象に残っていることは。
「いい仲間に囲まれていました。プロだと人それ

ぞれ立場も違って、試合に出る出ないというしが
らみもある中で、いい仲間に囲まれていたし、だ
からこそ試合に出られないときにもいい練習がで
きたという思い出があります」
̶̶古巣の戦いぶりはやはり気になりますか。
「J2のころから、しっかり守備した中で素早いカ
ウンターで仕留めるのが特長だったと思います。
J1のチームはしっかりした守備のスキをついて
ゴールを奪えるので、そこで苦戦しているのでは
ないでしょうか」
̶̶ここ数試合は守備も安定して、接戦を演じて
います。徳島もJ1の戦いに慣れてきたようです。
「1度勝てば自信もついてくる。レイソル以外の対
戦では応援しているので、頑張って欲しいです」
̶̶勝敗を分けるポイントは。
「どちらのチームもしっかり守りきれるかだと思い
ます。レイソルは前にいい選手がいて、一発で仕
留められる選手が揃っている。しっかり守った中
で少ないチャンスを生かして点を取れれば、いい
形で試合は進められる。守るときには守り切ると
いうのが、大事です」
̶̶サポーターにメッセージがありますか。
「去年ナビスコカップを取っているので、今年も
連覇できたら選手もサポーターもハッピーだと思
います。いまはいい状況だと思うのでしっかり波
に乗って、チャンスがきたら自分の良さを出せる
ように頑張るので、応援よろしくお願いします」
●工藤選手のひとつ先輩で、太田選手とは同期
の輪湖直樹選手。チームへの思いと、ここまで
のことを語ったインタビューの全文はモバイルレ
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。

事前の準備で安心！ 雨の日に便利なグッズ特集

水が染み込みにくい素材のこちらもオススメ

表
裏

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/

エナメル
バッグ
（Mサイズ）
￥5,292

レイン
ポンチョ
（S／フリー）
￥2,160

スポーツタオル ￥2,160

フェイスタオル ￥1,296

ターポリン
コインケース ￥1,296

33DF

輪湖直樹

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
冷やしタンタン麺600円／ジャージャー麺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

❼ITSブラジリアンバーベキュー
アルカトラ（牛サーロイン串）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
ロコモコ600円／ローストビーフライス600
円／パンケーキ600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／カツ丼（勝丼）750円／ど
て焼き3本300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。

14侍
かしわのからあげ 500円
大ぶりのかしわ（鶏）のもも肉を高温の油
で揚げています。
外はサックサクで中はふっくらジューシー。
ビールのお供に
ボリューム満点
揚げたてのから
あげをご賞味く
ださい。

※完全防水ではございません。
※記載されている価格は消費税（8％）込みの金額となります。



組織レベル向上

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
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
ディーバ
明治安田生命保険相互会社 柏支社

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）
カレーの店 ボンベイ
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
相鉄フレッサイン千葉柏
（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

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！

チケット発売中！
7/19（土）J1 vs仙台戦

REYSOL Report

　リーグ戦は14試合を消化して6勝5分3敗の勝ち点
23で5位。また、ナビスコカップでは、決勝トーナメン
ト進出には予選最終節となる徳島戦での勝利は絶対
条件で、加えて他力が必要な状況である。レイソルの
本来の力を考えれば、リーグ戦はもっと首位に肉薄し
て終えることができただろうし、今回の徳島戦までに
予選リーグ突破を決めていなくても、自力突破の優
位性は残しておきたかった。
　6月の中断期間を迎えるにあたり、前半戦で感じた
点は、好不調の波の激しさだ。開幕当初は良い内容
でも勝ち切れない試合が見られたが、4月下旬以降、
好パフォーマンスを発揮した試合では、それに見合っ
た結果が伴うようにはなった。第9節から始まった連
戦での、浦和、G大阪、鹿島、新潟といった難敵相手
に収めた勝利は、まさしく好パフォーマンスがそのま
ま結果に直結したと思っている。だが一方で、好調ぶ
りを発揮した直後の試合で、ガクッとパフォーマンス
が落ちる傾向も時折見受けられる。第12節鳥栖戦、
第14節甲府戦、先日のナビスコカップの名古屋戦が
それに該当する試合だろう。
　長いシーズンには、調子の良い時もあれば、当然悪
い時もある。それにサッカーは相対的なスポーツだ。
自分たちの持ち味を発揮しようとするチームもあれ
ば、レイソルの長所を消すことに重きを置くチームも
あるため、全ての試合を同じ物差しで測れない部分
はあるにしても、2010年からの5年連続タイトル獲得
を目指すのであれば、中断明けは調子の波を極力少
なくする、あるいはその振れ幅を小さくし、確実に勝ち
点を拾っていくことがポイントになると見ている。

　先述したとおり、4月下旬以降の連戦で勝利を収め
た試合のパフォーマンスは非常に高かった。あれこそ
がレイソルの本来の力、いわゆる“スタンダード”だ
とすると、その力を維持していくために、ネルシーニョ
監督は「ゲームオーガナイズが大事になる」と話す。さ
らに、監督はこう続ける。
「組織だった守備をして、守備でも先手を取り、組織
が崩れていない状態でカウンターを仕掛けていくこ
とが重要になる」
　確かに、結果の伴わなかった試合では、組織面に
は必ず不具合が生じていた。攻撃では前線3枚が孤
立したり、両ワイドを含めて前の5枚が張り付いた状
態で有機的な攻撃を奏でられない。守備面でもネル
シーニョ監督の言う「先手を取る」ことができず、後
手に回るから、たとえ崩されなかったとしてもファウ
ルが多くなり、相手にセットプレーを与える。だから流
れが掴めない。
　中断期間は、前半戦で露呈した課題の修正とチー
ム力の向上に費やされる。もちろん、選手個々の質の
向上も重要だが、組織レベルを上げるために、今まで
以上に選手間で密にコミュニケーションを取り、話し
合い、ピッチ上で表現してもらいたい。7月の中断明け
には、常時質の高いパフォーマンスを披露できるだけ
の組織レベルに到達し、安定感に優れ、確実に勝ち
点を積み上げていくレイソルが見られることを期待し
ている。

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

気持ちよく勝利して、強気にみんなで笑
いたい！　熱い日立台にしましょうー！！
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