
待望の新シーズンが開幕！
勝利を掴んで波に乗ろう！！
　ミルトン・メンデス監督率いるレイソルの新
シーズンが幕を開けようとしている。2週間に及
んだ指宿キャンプで、メンデス監督は高いイン
テンシティ（プレーの強度や激しさ）を要求し、
チームは大きく様変わりを遂げた。2月14日のち
ばぎんカップこそ課題を露呈し、セットプレーか
ら3失点を喫して0－3と敗れはしたが、その後2
つの練習試合をこなし、浮き彫りになった問題
点は改善の方向へ進んでいる。
　そして2016年の開幕戦、日立台に迎え入れる

のは浦和レッズだ。ミハイロ・ペトロヴィッチ監
督体制5年目を迎え、高い完成度を誇るチーム
に、今年はU-23日本代表のキャプテンを務める
DF遠藤航が湘南ベルマーレから加わった。レッ
ズは24日にAFCチャンピオンズリーグの初戦を
戦い、FW興梠慎三、MF柏木陽介、DF那須大亮
ら核となる選手をスタメンから外しながらも分厚
い選手層を生かしてシドニーFCに2－0の快勝を
収めている。
　「シドニーFCのようにレッズ相手に引いて守

ると後手に回る。いかに前から奪いにいけるか」
（秋野）。勝敗のポイントは、指宿キャンプ中に行
われたレッズとの練習試合同様、メンデス監督が
強調する前線からの守備とスピーディーな攻撃を
駆使して、レッズのパスワークを封じられるかにあ
る。前評判の高い優勝候補が相手とあって、勝利
を収めれば間違いなく波に乗れるだろう。
　「UNIDOS SOMOS FORTES」。一致団結を
意味する今季のスローガン通り、全ての力を結
集して開幕戦で勝利を掴み取ろう。

296
Vol.

浦和レッズ2016 MEIJI YASUDA J1 League
1st Stage 1st Sec
2016.02.27 SAT

VS



［監督］ ペトロヴィッチ

1 GK 西川 周作
2 DF 加賀 健一
3 MF 宇賀神 友弥
4 DF 那須 大亮
5 DF 槙野 智章
6 DF 遠藤 航
7 MF 梅崎 司
9 FW 武藤 雄樹
10 MF 柏木 陽介
11 FW 石原 直樹
13 FW 高木 俊幸
14 MF 平川 忠亮
15 GK 大谷 幸輝
16 MF 青木 拓矢
17 DF 永田 充
18 MF 駒井 善成
20 FW 李 忠成
21 FW ズラタン
22 MF 阿部 勇樹
23 GK 岩舘 直
24 MF 関根 貴大
26 MF 伊藤 涼太郎
28 GK 福島 春樹
30 FW 興梠 慎三
31 DF イリッチ
33 DF 橋本 和
46 DF 森脇 良太
※出場停止：なし
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［公式Twitter］
柏レイソル公式NEWS
　@REYSOL_Official
柏レイソル公式試合速報
　@reysol_sokuho
柏レイソルアカデミー	
　@kswacademy
柏レイソルサッカースクール
　@reysolschool
［公式Facebookページ］
https://www.facebook.com/
ReysolOfficial/
［公式LINE＠］
アカウント：柏レイソル
LINE	ID：＠kashiwa_reysol
［公式Instagram］
ID：kashiwareysol_official
［公式YouTubeチャンネル］
https://www.youtube.com/
user/KashiwaReysolChannel

［監督］ ミルトン メンデス

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 鎌田 次郎
4 DF 中谷 進之介
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 田中 順也
10 FW 大津 祐樹
11 FW ディエゴ オリヴェイラ
13 DF エドゥアルド
14 FW 伊東 純也
15 MF 武富 孝介
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
18 FW エデルソン
19 MF 中川 寛斗
20 MF ジュリアーノ ミネイロ
21 DF 湯澤 聖人
22 DF 輪湖 直樹
23 GK 中村 航輔
25 MF 小林 祐介
26 MF 太田 徹郎
27 DF 今井 智基
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中山 雄太
30 MF 手塚 康平
31 FW 大島 康樹
32 GK 滝本 晴彦
33 MF 安西 海斗
※出場停止：なし

Staff
ヘッドコーチ／下平 隆宏
コーチ／エジネウソン
GKコーチ／松本 拓也
フィジカルコーディネーター／ベルマール
フィジカルコーチ／松原 直哉

Staff
コーチ／堀 孝史
コーチ／杉浦 大輔
コーチ／天野 賢一
コーチ／長嶺 寛明
GKコーチ／土田 尚史

　リーグ戦4戦未勝利が続く中、無敗で首位を走るレッズをホームに迎えた。試
合開始直後に失点したが、相手のミスを突いた工藤が同点弾を叩き出すとレイソ
ルがペースを握っていく。37分にクリスティアーノのFKのこぼれ球をレアンドロ
が詰めて逆転。68分に同点とされるも、その10分後に太田のアーリークロスに
合わせたレアンドロのゴールで再び勝
ち越しに成功した。試合は3－2のまま
アディショナルタイムを迎え、レッズの
シーズン初黒星が濃厚かと思われた。
だが、武富へのタックルがノーファウル
の判定となり、その流れで受けたカウ
ンターから武藤の同点弾を許してしま
う。目前まで迫っていた勝星が、手元
でこぼれ落ちる結末となった。

2015年6月3日（水）／日立台
2015	J1	1st	第10節　柏［3-3］浦和プレイバック＠浦和戦

2016 明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節

柏レイソル  浦和レッズVS

予想スターティングメンバー

2016.02.27 SAT 日立柏サッカー場 15：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：河本 弘

アセッサー：大野 辰巳
主審：家本 政明／副審：聳城 巧、権田 智久／第4の審判：清水 勇人

KASHIWA REYSOL 2016 Game Schedule

※1：ACLによる　※2：（ACL決勝進出時）予備日11月22日（火） ※3：（ACL決
勝進出時）予備日11月30日（水）

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ ノックアウトステージ
◎準々決勝第1戦：8月31日（水）◎準々決勝第2戦：9月4日（日） ◎準決勝第1
戦：10月5日（水）◎準決勝第2戦：10月9日（日）◎決勝：10月15日（土）

◆チャンピオンシップ
◎1回戦：11月6日（日）◎準決勝：11月23日（水・祝）※2 ◎決勝第1戦：11月29日
（火）※3◎決勝第2戦：12月3日（土）

◆明治安田生命J1リーグ 1stステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月27日（土） 15:00 日立柏 浦和レッズ
2 3月5日（土） 16:00 NACK 大宮アルディージャ
3 3月12日（土） 18:30 日立柏 ジュビロ磐田
4 3月19日（土） 14:00 デンカS アルビレックス新潟
5 4月2日（土） 15:00 ベアスタ サガン鳥栖
6 4月10日（日） 19:00 日立柏 FC東京
7 4月15日（金）※ 1 19:00 吹田S ガンバ大阪
8 4月24日（日） 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ
9 4月 30日（土） 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸

10 5月4日（水・祝） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府
11 5月8日（日） 13:00 日立柏 川崎フロンターレ
12 5月13日（金）※ 1 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島
13 5月21日（土） 15:00 日立柏 アビスパ福岡
14 5月29日（日） 13:00 日産ス 横浜F・マリノス
15 6月11日（土） － 日立柏 ベガルタ仙台
16 6月18日（土） － パロ瑞穂 名古屋グランパス
17 6月25日（土） － 日立柏 湘南ベルマーレ

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 3月23日（水） 19:00 レベスタ アビスパ福岡
2 3月27日（日） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台
3 4月6日（水） 19:30 ニッパ球 横浜 F・マリノス
4 4月20日（水） 19:00 日立柏 川崎フロンターレ
5 5月18日（水） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟
7 6月5日（日） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖

◆明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 7月2日（土） － 日立柏 アルビレックス新潟
2 7月9日（土） － 埼玉 浦和レッズ
3 7月13日（水） － 日立柏 サンフレッチェ広島
4 7月17日（日） － 味スタ FC東京
5 7月23日（土） － 日立柏 ガンバ大阪
6 7月30日（土） － ヤマハ ジュビロ磐田
7 8月6日（土） － 日立柏 横浜F・マリノス
8 8月13日（土） － ユアスタ ベガルタ仙台
9 8月20日（土） － 日立柏 名古屋グランパス

10 8月27日（土） － 等々力 川崎フロンターレ
11 9月10日（土） － 日立柏 鹿島アントラーズ
12 9月17日（土） － 神戸ユ ヴィッセル神戸
13 9月25日（日） － 日立柏 ヴァンフォーレ甲府
14 10月1日（土） － BMWス 湘南ベルマーレ
15 10月22日（土） － 日立柏 サガン鳥栖
16 10月29日（土） － 日立柏 大宮アルディージャ
17 11月3日（木・祝） － レベスタ アビスパ福岡



2015シーズンのデータ
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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。
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MATCH ANALYSIS

ランキング

柏木　陽介

梅崎　司 柏木　陽介

ズラタン 李　忠成

関根　貴大 森脇　良太

ゴール アシスト

武藤　雄樹 関根　貴大
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柏レイソル VS 浦和レッズ
2015シーズンのデータ

提供：データスタジアム



ディエゴ
オリヴェイラ
——新聞報道では複数のクラブからオファーが
あったと伝えられていましたが、その中で日本、
レイソルへの移籍を決めた理由を教えていただ
けますか？
「レイソルは私に興味を示してくれていました。
レイソルでは今まで多くのブラジル人選手がプ
レーしていましたが、人づてに話を聞くと、と
ても良いクラブでレイソルでプレーした時期は
ハッピーだったと話を聞いていたので、正式なオ
ファーをいただいた時には迷うことはなかった
です。移籍を決めてからも、ここで必ず結果を
残すという気持ちでやっています」
——メンデス監督とは対戦経験があるとのこと
ですが、監督の下でプレーしてあらためてどのよ
うな感想を持たれていますか？
「メンデス監督のチームと対戦する時はいつも難
しい試合になっていましたし、選手の技術力を
上げて、良いチームを作る監督という印象でし
た。実際に今ここでプレーをして、チーム作りの
うまい監督だと思っていますし、相手チームに
対して困難を与える手腕は非常に優れていると
思います」
——メンデス監督はスピーディーなサッカーを志
向しますが、ディエゴ選手の特長も発揮しやす
いのでは？
「私もそう思っています。速さと相手にプレッ
シャーをかけていくことは私の強みですので、メ
ンデス監督のサッカーに合うと思っていますし、
まだ慣れていない部分に関しては早く適応しな
ければいけないと感じています」
——Jリーグを初めて経験するブラジル人選手の
中には、日本サッカーの速さに戸惑い、馴染め

ない選手もいます。
「実は、来日したばかりの頃はそれを感じました。
ただ、それも練習をしながら慣れるように努力し
てきましたし、その中で自分の特長をいかに出
せるかを考えています」
——現在のコンディションは？
「練習では常に最大限の力を発揮するつもりで
プレーしているので、状態は上がってきました
し、チームを助けられるだけのコンディションに
は仕上がっています。プレシーズンにはチーム
全体が進化しようという思いを持ってやってきま
した。まだ向上させなければならない部分もあ
りますが、始動時と比べて良くなったところはた
くさんあります。チームとして1つにまとまってい
ますし、勝利という目標を持って戦っているので、
私たちはこれからも進化していくでしょう」
——大津祐樹選手との連携の良さが目立ちま
す。コンビネーションに手応えは？
「大津はインテリジェンスがあり、クオリティの
高い選手です。判断力にも優れているので、そ
ばにいてとてもやりやすさを感じていますし、グ
ラウンドの中でも外でも良い関係を築けていま
すね」
——開幕戦の相手は浦和レッズです。どのよう
な印象を持っていますか？
「レッズは1人1人のクオリティが非常に高い。
難しい試合になるでしょうけど、レッズにとって
もレイソルと対戦することは簡単ではないはず
です。大事なのは集中を切らさないこと。なぜ
ならばレッズはいつでも試合を決めることがで
きるチームだからです。集中を切らさずに戦い、
前からボールを奪いにいって自分たちが試合を

支配できなければ難しい試合になると思います」
——キャンプ中の練習試合ではレイソルの試合
運びがはまりました。展開としては、あの試合と
同じイメージでしょうか？
「レッズは優勝候補ですしパス回しがうまい。し
かし私たちは練習試合ではコンパクトな陣形か
ら厳しいマークで相手にスペースを与えませんで
した。そしてボールを奪ったら速く攻める。公式
戦は雰囲気も違いますし、同じ展開にはならな
いかもしれませんが、良いところは維持し、同じ
インテンシティ（強度）で取り組んでいくべきだと
思います。しかしレッズも準備をした状態で臨ん
でくると思うので、私たちもさらにリズムを高め、
1人1人が最大限の力を発揮することを忘れずに
戦わなければなりません」
——今季の目標は？
「タイトル奪取に尽きると思います。個人的には、
そのタイトル奪取を常に意識しつつ、チームの
一員として仲間を助ける。私は何ゴールという目
標の数字を設定するタイプではなく、それより
も献身的に働き、強い気持ちを持って戦うこと
を約束します。ゴールを決めても負ける試合は
ある。だったら最優先しなければならないのは
自分のゴールではなくチームの勝利です。それ
を目標に戦います」
——開幕戦の勝利を期待しているサポーターに
メッセージをお願いします。
「サポーターの力が選手に強いエネルギーを与
えてくれます。その中で私たちはグラウンドの中
でできることを最大限やらなければなりません
し、サポーターの後押しを受けて全力を尽くし
て勝利につなげたいと思います」

Diego 
Queiroz
De 
Oliveira11FW



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。

　 タオルマフラー各種
  ￥1,620
サイズ：約200×1,100mm

レイくん
お座りぬいぐるみ
￥2,160
サイズ：
座高約200mm

コンフィットTシャツ
(子供用/大人用)
￥4,104（子供用）
￥4,320（大人用）
サイズ：
110、130、150（子供用）
S、M、L、LL（大人用）

★会場内グッズ売店、オンラインショップ、各オフィシャルショップにてお買い求め頂けます。
※店舗によって在庫状況が異なります。品切れの際はご容赦下さい。

★柏レイソル公式オンラインショップURL

http://www.reysol-online.jp/

※記載されている金額は消費税（8％）込みの金額となります。

❶鳥よし（カレー、唐揚げ など）
❷ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❸ブラウンシュガー（牛タン丼弁当、焼きそば など）
❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド、チュロス など）
❺ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❻Labo Café × E･S･A（ぷるたま丼、クラムチャウダー など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（ペアリブ、必勝タンタン麺 など）
❽ボンベイ×日立台カリーぶ（レイソルカリー、レイソルサワー など）
❾エフェケバブ（ドネルケバブ、もちもちポテト など）
❿海賊船（たこ焼き、勝ち盛りトンテキ丼）
⓫ブラウンシュガー（牛タン丼、ステーキプレート）
⓬日京クリエイト（油そば、牛カルビ丼 など）
⓭侍（かしわのからあげ、特製もつ煮込み など）
⓮ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種）
⓰D&C（十勝豚焼丼、横手やきそば など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾
10
11
12
13

1415

16

❺

TR＝トレーニング、TM＝練習試合

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 10:00 -
U18B TR - 10:00 -
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 - - - -
U12 TR - 10:00 -
U11 南関東プリンスリーグ 流山翼クラブ，ファカルティー，アズー 9：00、11：00、13：00 江戸川河川敷
U10 - - - -

◉2月27日（日）

新商品情報！「レイくんお座りぬいぐるみ」
「コンフィットTシャツ」などが新発売！

◉2月28日（日）
チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TM vs東洋大学 11:00 東洋大学グラウンド
U18B TM vs東洋大学 11:00 東洋大学グラウンド
U15 TM vs栃木FC 13:00 -
U14 TM vs栃木FC 15:00 -
U13 - - - -
U12 TM vsレジスタ 10:00 -
U11 プレミア vsVIVAIO船橋 9:00 アーセナル市川グラウンド
U10 - - - -

やってきました、新しい
シーズン！日立台！開幕
ですよ〜☆新しい幕開
けのドキドキもソワソワ
も、今日は熱く楽しん
じゃいましょー！そして
勝つのだー！



1月23日からの2週間、指宿キャンプの全
日程に帯同し、新チームが作り上げられ

る過程をつぶさに見てきた。
　メンデス監督は1月の就任会見にて、「私
は素走りのようなメニューは行いません。全て
のトレーニングでボールを使用します」と明言
し、加えてピッチ外で見せるメンデス監督の
気さくな人柄もあって、フィジカル的な負荷を
そこまで強くはかけない監督なのかと思いき
や、確かに“素走り”を行わないだけで、ボー
ルを使ったメニューの中にフィジカル的な要
素をふんだんに盛り込み、相当負荷の強いト
レーニングを課した。大谷秀和に話を聞けば
「これだけきついのはイシさん（石崎信弘監
督／現モンテディオ山形監督）の時以来」と
いう。言われてみれば、大谷がキャンプの練
習中に膝に手を付き、顔をしかめてきつそう
にしている姿を見るのは久々の光景だった。
　ピッチの外では選手に限らず、サポーター
にも、我々メディアにも笑顔で接し、話をして
その場を和ませるメンデス監督だが、一度
ピッチに入ればサッカーにとてつもないエネ
ルギーを注ぎ込む闘将へと変貌する。
「私はグラウンドの中では一切の甘さ、緩さ
を許しません」
　その言葉通り、戦術練習ではわずかでも気

になる個所があれば笛を吹いてプレーを止
め、大きなゼスチャーで選手にレクチャーして
いく。また、フィジカル的な要素を盛り込んだ
ハードなトレーニングを行った日の練習終了
後、私が「今日はかなり強い負荷を掛けまし
たね」と監督に声を掛けると、こんな言葉が
返ってきた。
「私はまだ50％の負荷しか掛けていませ
ん。後ろでパスをゆっくり回すだけなら50歳
になる私にでもできます。選手にはスピードを
上げた中で質の高いプレーをやってもらわな
ければなりません」
　そうやって強度の高いトレーニングと戦術
の落とし込みをキャンプの2週間で突き詰め
てきた甲斐もあり、レイソルのサッカーには昨
年までとかなり毛色の違う部分が表れてい
る。プレッシングの勢いと奪いに行く時の球
際の激しさ、奪った直後の切り替えの速さ、
縦に鋭いスピーディーな攻撃。サイドへ展開し
たらクロスを上げ切る。したがってゴール前に
は複数人の選手が飛び込む。そして、遠目か
らでもゴールが見えたらシュートを狙っていけ
と“シュート意識”を植え付けたことで、昨年
はほとんど見られなかったミドルシュートの本
数も格段に増えた。
　逆に、昨年とは異なるスタイルを強調してき

たため、ちばぎんカップのジェフユナイテッド
千葉戦では攻撃時にスピードが上がらず、ま
た違った課題を露呈する結果となったが、監
督曰く「現在は家造りに例えると基礎工事の
段階」。壁を作り、屋根を付けて、家具を置い
ていくのはこの先の作業になる。メンデス監
督はレイソルのアカデミーのアイデンティティ
でもある「ボールを動かすサッカーは引き続
きやっていく」と話し、選手たちも昨年1年か
けて作り上げた「ボールを動かす部分には自
信を持っている」（栗澤僚一）と話している。
重要なのはどちらかに傾倒するのではなく、
両方の良い部分を取り入れて新しいチームへ
生まれ変わることだ。
　チーム始動から指宿キャンプを経て、メン
デス監督が徹底的に落とし込んできたイン
テンシティ（プレーの強度や激しさ）の強いス
タイルと、アカデミーから一貫するレイソルの
“ボールとスペースを支配する”スタイルが融
合すれば、チーム力が飛躍的に向上するのは
言うまでもない。今後、どのような形でその両
者が融合を果たすのか。メンデス監督の手
腕に期待したい。

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。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。

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！

3/12（土）vsジュビロ磐田戦 チケット発売中！
3/27（日）ヤマザキナビスコカップ vsベガルタ仙台戦 チケット発売中！

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
常陽商事
田中動物病院
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

モン、シェフ
助川工務店
アクタス（細田観光）
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
風早レクトFC
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
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AA.流山
カナリーニョフットボールクラブ
北柏交通
木村ガラス
京葉ガス

Grace act
グリーンテック
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
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
ダムフットボールクラブ
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
なつの製作所
南洲興業
ニッカウヰスキー柏工場
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
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
レイアップゴルフスタジオ
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。

ポゼッションとインテンシティ


