
日立台での初戦を制して
王座奪還へ弾みをつけよう！
　今年もヤマザキナビスコカップの戦いが幕を
開ける。ACL出場権を手にしていたため、予選
を免除されていたレイソルは決勝トーナメント
からの出場となり、6月29日のオープンドロー
の結果、準々決勝の相手はネルシーニョ監督率
いるヴィッセル神戸に決まった。
　今季、ヴィッセルとはファーストステージ開幕
戦（○1－0）とセカンドステージ第6節（○2－
0）で対戦し、いずれもレイソルが勝利を収めて
いる。しかし、ヴィッセルは「同じ相手に何度も

負けられない」と、過去2度の対戦時より高い
モチベーションを抱いて日立台へ乗り込んでく
ることが予想される。さらに前節は両サイドか
らの攻撃が機能し、ヴィッセルの攻撃陣が大爆
発。激しい守備を強みとするサガン鳥栖を相手
に、FWレアンドロ、MF渡邉千真、MF森岡亮太
らのゴールによって大量7得点を奪った。中盤か
ら前線に入る縦パスの数、サイド攻撃の鋭さ、
相手のミスを突く抜け目のなさなどは、3週間
前の対戦時よりもはるかにパワーアップしてお

り、レイソルとしても厳しい戦いは免れないだ
ろう。
　ただし、2年前にヤマザキナビスコカップの
タイトルを手にし、3年連続同大会ベスト4、そ
こにACLの戦いを加えれば、カップ戦における
「ホーム＆アウェイ180分の戦い方」に関して
はレイソルには豊富な経験値がある。
　その経験値を存分に発揮し、日立台の第1戦
でアドバンテージを握りたい。目指すは2年ぶ
り3度目のタイトル奪取である。
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［監督］ ネルシーニョ

2015 Ｊリーグ ヤマザキナビスコカップ決勝トーナメント 準々決勝 第1戦

柏レイソル × ヴィッセル神戸
2015.09.02 WED 日立柏サッカー場 19：00 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：桂木 聖彦
アセッサー：岡田 正義

主審：福島 孝一郎／副審：唐紙 学志、穴井 千雅／第4の審判：三上 正一郎

staff

ヘッドコーチ／長谷部 茂利
コーチ／安部 雄大
コーチ／吉田 孝行
GKコーチ／アレックス
フィジカルコーチ／ピメンテウ

3 DF 相馬 崇人
4 DF 北本 久仁衛
5 DF 岩波 拓也
6 DF 高橋 峻希
7 FW ペドロ ジュニオール
8 DF 高橋 祥平
9 FW 石津 大介
10 MF 森岡 亮太
11 FW レアンドロ
13 FW 小川 慶治朗
14 DF 増川 隆洋
15 MF 小林 成豪
16 MF チョン ウヨン
17 MF 田中 英雄
18 FW マルキーニョス
19 FW 渡邉 千真
20 MF 増山 朝陽
21 GK 松澤 香輝
22 GK 山本 海人
23 MF 松下 佳貴（特別指定）
24 MF 三原 雅俊
25 DF 奥井 諒
26 DF 山口 真司
28 GK 吉丸 絢梓
29 FW 田代 容輔
30 GK 徳重 健太
31 DF 安田 理大
32 MF 前田 凌佑
34 DF ブエノ
35 DF 藤谷 壮（2種）
 DF 東 隼也（2種）
 DF 山川 哲史（2種）
※出場停止：なし

KASHIWA REYSOL 2015 Game Schedule

 節 日付 時刻 対戦相手 会場 結果
 1 3月7日（土） 16:00 ヴィッセル神戸 ノエスタ ○1-0
 2 3月13日（金） 19:00 ベガルタ仙台 日立柏 △1-1
 3 3月22日（日） 14:00 アルビレックス新潟 デンカS ●2-3
 4 4月4日（土） 19:00 横浜F･マリノス 日立柏 ●1-2
 5 4月12日（日） 13:00 松本山雅FC 松本 ○3-1
 6 4月16日（木） 19:00 鹿島アントラーズ 日立柏 ●1-3
 7 4月25日（土） 15:00 サガン鳥栖 ベアスタ △1-1
 8 4月29日（水･祝） 14:00 川崎フロンターレ 等々力 ○4-1
 9 5月2日（土） 16:00 清水エスパルス 日立柏 △0-0
 11 5月10日（日） 14:00 モンテディオ山形 NDスタ ●0-3
 12 5月14日（木） 19:00 湘南ベルマーレ 日立柏 △0-0
 14 5月30日（土） 19:00 FC東京 味スタ ●1-2
 10 6月3日（水） 19:00 浦和レッズ 日立柏 △3-3
 15 6月7日（日） 16:00 サンフレッチェ広島 日立柏 ●2-3
 16 6月20日（土） 16:00 名古屋グランパス 豊田ス ●0-1
 13 6月23日（火） 19:00 ガンバ大阪 日立柏 ○1-0
 17 6月27日（土） 19:00 ヴァンフォーレ甲府 中銀スタ △1-1

 節 日付 時刻 対戦相手 会場 結果
QF-1 9月2日（水） 19:00 ヴィッセル神戸 日立柏 
QF-2 9月6日（日） 20:00※ ヴィッセル神戸 神戸ユ※ 
SF-1 10月7日（水） 未定 鹿島 or FC東京 HOME 
SF-2 10月11日（日） 未定 鹿島 or FC東京 AWAY 
FINAL 10月31日（土） 未定  埼玉

 節 日付 時刻 対戦相手 会場 結果
R16-1 5月19日（火） 19:30 水原三星FC（韓国） 水原 ○3-2
 R16-2 5月26日（火） 19:00 水原三星FC（韓国） 日立柏 ●1-2
QF-1 8月25日（火） 19:00 日立柏 広州恒大 ●1-3 
QF-2 9月15日（火） 20:00 広州 広州恒大  
SF-1 9月30日（水） 未定 HOME 全北現代orG大阪  
SF-2 10月21日（水） 未定  AWAY 全北現代orG大阪
FIN-1 11月7日（土） 未定 AWAY 未定   
FIN-2 11月21日（土） 未定 HOME 未定

 節 日付 時刻 対戦相手 会場 結果
 1 7月11日（土） 19:00 サガン鳥栖 日立柏 ●2-3
 2 7月15日（水） 19:00 横浜F･マリノス ニッパツ ○1-0
 3 7月19日（日） 19:00 川崎フロンターレ 日立柏 ○1-0
 4 7月25日（土） 19:00 ベガルタ仙台 ユアスタ ○1-0
 5 7月29日（水） 19:00 湘南ベルマーレ BMWス ●0-3
 6 8月12日（水） 19:00 ヴィッセル神戸 日立柏 ○2-0
 7 8月16日（日） 19:00 サンフレッチェ広島 Eスタ ○3-0
 8 8月20日（木） 19:00 松本山雅FC 日立柏 ○2-0
 9 8月30日（日） 19:00 ヴァンフォーレ甲府 日立柏 △2-2
 10 9月11日（金） 19:30 浦和レッズ 埼玉
 11 9月20日（日） 19:00 モンテディオ山形 日立柏
 12 9月26日（土） 16:00 ガンバ大阪 万博
 13 10月3日（土）or4日（日）※1 19:00 名古屋グランパス 日立柏 
 14 10月16日（金）※2 19:00 鹿島アントラーズ カシマ
  or10月17日（土）※2 14:00  
 15 10月24日（土）or10月25日（日）※314:00 清水エスパルス アイスタ
 16 10月28日（水）※4 19:00 FC東京 日立柏
  or11月7日（土）※4 14:00  
 17 11月1日（日）※5 15:00 アルビレックス新潟 日立柏

［監督］ 吉田 達磨

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
6 DF 山中 亮輔
7 MF 大谷 秀和
8 MF 茨田 陽生
9 FW 工藤 壮人
10 FW 大津 祐樹
11 FW エデルソン
13 DF エドゥアルド
14 MF 狩野 健太
15 MF 武富 孝介
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
19 MF 中川 寛斗
20 DF 中谷 進之介
21 GK 菅野 孝憲
22 DF 輪湖 直樹
23 DF 今井 智基
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
29 DF 中山 雄太
30 FW クリスティアーノ
31 FW 大島 康樹
32 GK 滝本 晴彦（2種）
33 DF 熊川 翔（2種）
35 GK 三浦 龍輝
36 FW 浮田 健誠（2種）
37 DF 湯澤 聖人（特別指定）
※出場停止：なし
staff

ヘッドコーチ／布部 陽功
コーチ／杉山 弘一
コーチ／松原 直哉
GKコーチ／松本 拓也

　公式戦5連敗中と苦しい状況下にあったレイソルだったが、この試合ではそれ
までの鬱憤を晴らすかのようなアグレッシブな戦いを見せた。「最初の10分、20
分を大事に」と大谷が話していたように序盤を無失点で乗り切ると、徐々にレイ
ソルがセカンドボールを支配し始める。安定した守備が攻撃陣の奮起にもつな
がり、58分に山崎のパスから北嶋が決
めて先制。さらに62分にも、栗澤のク
ロスを北嶋が合わせて2点のリードを
奪った。終盤は大津とポポの個人技と
スピードを生かしたカウンターで好機
を生み出し、試合終了間際に李がトド
メの一撃で勝敗を決定付ける。レイソ
ルにとっては、実に約1ヵ月ぶりの公式
戦白星となった。

2009年6月3日（水）／日立柏
2009 YNC予選リーグ　柏［3-0］神戸プレイバック＠神戸戦

★★★チャンピオンシップ ◎1回戦（仮称）：11月25日（水）◎準決勝（仮称）：11月28日（土）◎決勝第1戦（仮称）：12月2日（水）◎決勝第2戦（仮称）：12月5日（土）
◆ヤマザキナビスコカップ ◆ACL ノックアウトステージ

★★2ndステージ★1stステージ

※1：ACL準決勝進出時、10月4日（日）に開催。進出しなかった場合、10月3日（土）に開催 ※2：ACL準決勝進出時、10月16日（金）に開催。進出しなかった場合、
10月17日（土）に開催 ※3：ACL準決勝進出時、10月25日（日）に開催。進出しなかった場合、10月24日（土）に開催 ※4：ACL決勝進出時、10月28日（水）に開
催。進出しなかった場合、11月7日（土）に開催 ※5：ACL決勝に進出し、または柏･新潟いずれかがナビスコカップ決勝に進出した場合、11月3日（火･祝）に開催。
ACL決勝に進出し、柏･新潟いずれもナビスコカップ決勝に進出しなかった場合、11月1日（日）に開催。ACL決勝進出しなかった場合、11月22日（日）に開催

※9月6日（日）の神戸戦は、キックオフが18時から20時、会場がノエビアスタジアム神戸から神戸総合運動公園ユニバー記
念競技場に変更となりました。
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## ## ##
9月1日時点でのデータ

51 (7) (9) 50
46 (13) (2) 66
38 (16) (3) 59
63 (2) (7) 54
54 (6) (1) 65
59 (3) (8) 51
42 (16) (2) 69
43 (14) (7) 52
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セットプレーから 神戸 1 ## 8 1 8 2 6 ## 3 6 セットプレーから

ドリブルから 柏 2 2 9 1 9 3 6 ## 1 3 ドリブルから

クロスから クロスから

スルーパスから スルーパスから
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※セットプレー除く

掲載データのご利用は、マッチデープログラム等の許可された印刷物とクラブホームぺージのみとなります。

許可無くその他の用途（転載・販売等）に使用することを禁止します。

データのご利用についてご不明な点がございましたら、StatsStadium事務局までお問い合わせ下さい。

Stats Stadium 事務局　 Phone : 03-5431-3514 Fax : 03-5431-3554  Mail : info@stats-stadium.jp
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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。

山中亮輔
——ナビスコカップ準々決勝を迎えます。ヴィッ
セル神戸とはリーグ戦で2度対戦しましたが、ど
のような印象でしたか？
マンツーマン気味で人に対してタイトに来るチー
ムだと思います。以前のヴィッセルと違って、ネ
ルシーニョ監督のチームだなという感じです。そ
の激しいマークをどう剥がすかという練習はいつ
もやっていますが、深いところに入って、周りが
サポートを意識していければいいと思います。
——山中選手は、セカンドステージのヴィッセル
戦で戦列に復帰しましたが、復帰以降の自分の
プレーについてはいかがでしょう？

ヴィッセル戦はリードしている状況の出場だった
ので守備を第一に考えていましたし、監督からも

「味方を助けろ」と言われていました。そういう求
められていることにプラスして、自分の良さを出
さないといけないと思っているので、少し物足り
なさはあります。ヴィッセル戦は復帰戦だったの
で、コンディションや試合勘の部分で難しい時期
でしたし、そういう意味ではその後の松本戦の方
がやれたとは思いますけど、シュートのチャンス
があったのに力が入りすぎてしまいました。あそ
こはもう少し落ち着いて打たなければいけない場
面でした。

——今回は、今年3度目のネルシーニョ監督との
対戦になります。
ネルシーニョ監督は、自分がプロになって初めて
の監督でしたし、高校生の時に2種登録でトップ
チームに参加させてくれたのもネルシーニョ監督
でした。かなり厳しい口調で要求されて、プロの
厳しさを教えていただきましたし、最初の監督が
ネルシーニョ監督で良かったと思っています。監
督自らデモンストレーションをしながら、守備の
仕方を教わりましたから。自分の成長を見せたい
ので、そういう部分でも個人的に気持ちの入る試
合です。
——山中選手は、最近の試合では前線で出場す
る機会が多いですが、何か変化はありますか？
前で仕事することによってゴールに近くなるので、
ドリブル、シュート、パスで自分の攻撃的な特長
をアピールしなければいけないと思っています。
それに、ゴールに直結する仕事を意識するように
なりました。ポジションは監督が決めることです
が、自分としてはサイドバックも前線のサイドも
両方できる選手になりたいし、前で出るならゴー
ルに絡まないと評価はされません。ゴールにはこ
だわってプレーしたいと思います。
——初ゴールのイメージはできていますか？
そうですね。できれば日立台で、レイソルサポー
ター側のゴールにミドルシュートを突き刺したい
です。今度のヴィッセル戦でチャンスをもらえた
ら、どんどん狙っていこうと思います。
●2年ぶりのナビスコカップ優勝へ向けて、高い
モチベーションを抱く山中選手のインタビュー全
文はモバイルレイソルで。

❶鳥よし（冷やしジャージャー麺など）
❷ローソン（おにぎり、ファーストフード）
❸ITSブラジリアンバーベキュー（シュラスコ）
❹ローソン（おにぎり、ファーストフード）
❺ITSブラジリアンバーベキュー（シュラスコ）
❻ボンベイ×日立台カリーぶ（カレー）
❼エフェケバブ（ケバブ）
❽海賊船（たこ焼き）
❾ブラウンシュガー（牛タン丼など）
❿日京クリエイト（バーガー、ポテトなど）
⓫侍（焼き鳥、唐揚げなど）

⓬ローソン（おにぎりなど）
⓭ドミノピザ（ピザ各種）
⓮D&C（焼きそばなど）

TR＝トレーニング、TM＝練習試合◉9月5日（土）
チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 14:00 -
U18B TR - 14:00 -
U15 TR - 12:00 -
U14 メトロ vsFC東京深川 18:30 Away
U13 TR - 12:00 -
U12 習志野招待 - - -
U11 プレミア vsドラゴンズ 9:30 柏
U10 未定 - - -

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A プレミア vsFC東京 16:00 東京ガスむさしの苑
U18B 県リーグ vs八千代松陰高校 13:00 八千代松陰高校グラウンド
U15 関東リーグ vs鹿島アントラーズ 17:00 新日鉄住金総合グラウンド
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 全少予選 vsバリエンテオンセ、船橋海神 9:00、11:00 北市川フットボールフィールド
U11 未定 - - -
U10 未定 - - -

◉9月6日（日）

仕様：A2判（壁掛けタイプ）、13ページ（表紙含む）
価格：￥1,080-（税込）　※会員割引（5％引き）あり
受付期間：2015年9月6日（日）まで
お渡し開始予定：2015年10月25日（日）予定

◎受付場所
●柏レイソル公式オンラインショップ
　（http：//www.reysol-shop.jp/）
※24時間受付・配送のみ
（別途配送料がかかります）
●サッカーショップKAMO柏店
●東急ハンズ柏店
●スーパースポーツゼビオ 
　モラージュ柏店
●スーパースポーツゼビオ 
　かしわ沼南 WOOWCITY店
※いずれも店頭受付のみ。

■会員の方のみ全国のローソン・ミニストップ店内の
「Loppi」でもご予約いただけます。
詳しくは柏レイソル公式ホームページをご確認ください。
※場内グッズ売店でのご予約は行っておりません。
※ご予約後のキャンセルは出来ません。予めご了承ください。

2016年版 柏レイソルカレンダー
予約販売受付中！！

締め切り
迫る！

※画像は
2015年版の
ものです



CSR（社会貢献活動）パートナー

　8月30日に行われたJ1セカンドステージ第9節の
ヴァンフォーレ甲府戦は、2点を先制しながら後半
に追いつかれるという悔やまれる試合となった。前
半の内容が良かっただけに、勝ち切れなかったの
は残念ではある。しかし、この試合の中には特筆す
べきポジティブな要素も存在していた。
　それは、ゴールを奪った2つのカウンターである。
　ヴァンフォーレのように帰陣が速く、守備を固め
ると寸分の隙も与えないチームを攻略するには、
相手が守備を固める前に相手以上のスピードを
持って仕留めてしまうことは有効な策ではある。試
合前日、武富孝介はヴァンフォーレの守備攻略の
鍵の1つに『カウンター』を挙げており、「1本カウン
ターを決めたいですね」とも話していた。そういう
点でも、あの2つのゴールは狙い通りの展開だった
のだ。
　今季のレイソルはパスをつなぎながらビルドアッ
プをしていくスタイルを標榜しているが、ファースト
ステージの勝ち星に見放されていた時期には、ボー
ルを奪って素早く攻めることができた状況でも前
へ出ていけず、カウンターの好機を逸するケースも
度々見受けられた。そういう戦い方を見ていた対戦
相手の中には、試合後に「レイソルはカウンターを
してこない」とまで述べる監督もいたほどである。
　ただし、実際にプレーする選手たちは、勝ち星
に見放されていたその時期から「速い攻撃」の重
要性を口にし、チームの課題であることを十分に
認識していた。タイトな日程の都合上、ファーストス
テージには戦術的な整理と修正が思うように進ま
なかった中、6月以降何度かあった中断期間でそこ

に着手すると、ファーストステージの終盤から徐々
に変化の兆しは見え始めていた。セカンドステージ
開幕前の2週間に、さらに煮詰めたことでチームの
共通意識は高まっていった。
　ヴァンフォーレ戦で見せた2つのカウンターは、
チームが浮き彫りになった課題に対して真摯に取
り組み、地道にトレーニングを積んで改善を図って
きた成果である。
　相手DFのミスがあったにせよ、1点目も2点目も
相手のCKからのカウンターだ。いわば、自陣の一
番深い位置から出ていった形。相手の帰陣の速
さを上回る人数、落ちなかったスピード感、そのス
ピードの中で要求される最後の精度も申し分なく、
「エデルソン、クリスティアーノ、僕の長所が出た得
点だった」と2点目を挙げた工藤壮人が振り返った
ように、教本にもでも載せられそうな鮮やかなカウ
ンターだった。
　工藤自身、ヴァンフォーレ戦の結果については反
省の弁を述べながらも、「カウンターの質ではポジ
ティブな面が出た。次の試合、また次の試合と続い
ていきますけど、そこでも良いものをまた出せるよ
うにやっていきたい」と話した。彼の言葉に異論は
ない。
　ボールを動かして攻め入るスタイルだけでなく、
こうした切れ味鋭いカウンターが出せたことは、レ
イソルの攻撃の幅の広がりを示す非常にポジティ
ブな要素であった。

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。
日々 の取材を発信するHP「柏フットボールジャーナル」も運営。

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

やってきましたよ、食欲の秋！　ナビスコの
季節！　てっぺんめざして、いざ出陣だー！

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

チケットのご購入はお近くのローソン・ミニストップ店内Loppiで！

 9/20（日）vs山形戦  チケット発売中！
 10/3（土）or10/4（日）vs名古屋戦  9/19会員先行発売開始！！

鮮やかなるカウンター

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
東洋機械金属
野田小型運送
日立産機システム
文化工房
明治安田生命保険（相）柏支社
東京海上日動火災保険
菓子工房 モン･シェフ

助川工務店
マルシン工業
アクタス（細田観光）
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
柏魚市場
柏駅前通り商店街振興組合
柏エフォートフットボールクラブ
柏　王道家

柏市まちづくり公社
まちづくり事業、都市整備事業、
公共公益施設の管理
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
柏レイソルA.A.流山
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
北柏交通
木村ガラス
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）
新柏倉庫
スパークル企画
炭火串焼き とり竹
炭火焼鳥 マルチョー
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
Dining Bar SHANTY
ダスキンベリエール
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
パルシステム千葉
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
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
八木歯科医院
ヤノハウスコート

ユニホームサービス
横尾一徳税理士事務所
リューセイ
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。


