
連勝の勢いを絶やさず
上位争いに食い込もう！
　公式戦5連勝によって、一時は降格圏にまで
落としていたリーグ順位を7位まで上げた。完封
を続ける守備陣は、前節の鹿島アントラーズ戦
でも無失点かつ枠内シュートを1本に抑え、攻撃
面では伊東純也の高速ドリブルと、鮮やかなパ
スでの崩しから2ゴールを挙げるなど、レイソル
は攻守に噛み合いを見せている。
　このタイミングで我々の前に立ちはだかるの
が、かつての指揮官ネルシーニョ監督が指揮す
るヴィッセル神戸だ。レイソルが公式戦5連勝

中ならば、ヴィッセルもまた公式戦7戦負けなし
と好調を維持。前節のベガルタ仙台戦は2−2の
ドローに終わったとはいえ、後半アディショナル
タイムの同点弾はチームを勢いづけるのに十分
だった。公式戦2戦連続ゴールのFW渡邉千真
をはじめ、FWペドロ・ジュニオール、負傷離脱
から復帰したFWレアンドロという強力な攻撃陣
を、無失点を続けるレイソル守備陣がどう封じて
いくか。そして「ネルシーニョ監督なら、マンマー
クを付けてでも必ず中盤を潰しにくる」と茨田陽

生は相手の出方を予想しているが、ヴィッセルの
厳しいマーキングをかわして効果的な攻撃へ転
じられるかが試合のポイントになりそうだ。
　この5連勝は、試合に出場した全選手が攻守
にわたってハードワークを怠らず、最後まで走り
抜いた結果である。目標のACL出場圏内の3位・
アントラーズとの勝点差は4。上位戦線へ加わる
ためにも、連勝の勢いを絶やさず、レイソルは勝
ち続けなければならない。

印西ホームタウンデー

301
Vol.

ヴィッセル神戸2016 MEIJI YASUDA J1 League
1st Stage 9th Sec
2016.04.30 SAT

VS



［監督］ ネルシーニョ

2 DF 田中 雄大
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
11 FW レアンドロ
13 FW 小川 慶治朗
14 MF 藤田 直之 
15 MF 小林 成豪
17 MF 田中 英雄
18 GK キム スンギュ 
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
24 MF 三原 雅俊 
25 DF 東 隼也
26 DF 山口 真司
27 MF 松村 亮
29 FW 田代 容輔
30 GK 徳重 健太
31 MF 中坂 勇哉
32 MF 前田 凌佑
33 DF 村松 大輔 
34 DF 藤谷 壮
39 DF 伊野波 雅彦  
※出場停止：なし

［監督］ 下平 隆宏

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 
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
34 FW ドゥドゥ
※出場停止：なし
Staff
ヘッドコーチ／布部 陽功
コーチ／エジネウソン
GKコーチ／松本 拓也
フィジカルコーチ／松原 直哉
フィジカルコーディネーター／ベルマール

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

　11分、加入したばかりのエデルソンがいきなり魅せる。右サイドを突破した工
藤の折り返しをダイレクトで合わせ、移籍後初ゴールを叩き込んだ。2週間の中
断期間に積み上げてきた練習の成果が存分に発揮され、前半はレイソルのパス
ワークが冴えて攻撃のスイッチを入れる縦パスが何本も前線に入っていく。だが
後半は「スペースやパスコースを見つけ
られない時間帯が多かった」（大谷）
というように、一転してヴィッセルの
ペースとなった。この相手の猛攻を浴
びる苦しい時間を耐え抜くと、72分に
カウンターから輪湖が豪快な一撃を見
舞い、待望の追加点を挙げた。守備陣
も無失点に抑え、2ndステージ4試合
目の完封勝利を手にした。

2015年8月12日（水）／日立台
2015 J1 2nd 第6節　柏［2-0］神戸プレイバック＠神戸戦

J.League Division 1 / 1st Stage 順位表

2016年4月24日（第8節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1  浦和 19 8 6 1 1 8

2 川崎 17 8 5 2 1 8

3 鹿島 16 8 5 1 2 7

4 広島 14 8 4 2 2 5

5 横浜FM 14 8 4 2 2 5

6 大宮 14 8 4 2 2 0

7 柏 12 8 3 3 2 1

8 大阪 12 8 4 0 4 1

9 磐田 12 8 3 3 2 -2

10 神戸 11 7 3 2 2 2

11 名古屋 10 7 3 1 3 0

12 FC東京 10 8 3 1 4 -3

13 甲府 9 8 2 3 3 -2

14 新潟 7 8 2 1 5 -5

15 仙台 7 8 2 1 5 -7

16 鳥栖 5 7 1 2 4 -3

17 福岡 3 7 0 3 4 -5

18 湘南 2 8 0 2 6 -10

VS

予想スターティングメンバー

2016.04.30 SAT 日立柏サッカー場 15：04 KICK OFF
マッチコミッショナー：高畑 俊成

アセッサー：塩屋園 文一
主審：中村 太／副審：宮島 一代、岩田 浩義／第4の審判：福岡 靖人

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 ●1-2
2 3月5日（土） 16:00 NACK 大宮アルディージャ ●0-2
3 3月12日（土） 18:30 日立柏 ジュビロ磐田 △ 2-2
4 3月19日（土） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 △ 2-2
5 4月2日（土） 15:00 ベアスタ サガン鳥栖 △ 1-1
6 4月10日（日） 19:00 日立柏 FC東京 ○1-0
7 4月15日（金）※ 1 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
8 4月24日（日） 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ ○2-0
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 △ 2-2
2 3月27日（日） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-1
3 4月6日（水） 19:30 ニッパ球 横浜 F・マリノス ○3-1
4 4月20日（水） 19:00 日立柏 川崎フロンターレ ○2-1
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

2016 明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第9節

柏レイソル  ヴィッセル神戸



4月26日時点でのデータ
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ランキング

藤田　直之

相馬　崇人 岩波　拓也

ペドロ　ジュニオール 小林　成豪

小川　慶治朗

ゴール アシスト
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セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

武富　孝介

田中　順也

0
1
1
5

1
1

田中　順也

ゴール

0
0
0

柏レイソル
Kashiwa Reysol

3.6
21.4
25.3
10.3

チームスタッツ

10.1

4月30日　日立柏サッカー場

シュート

タックル

1.3 1.7
16.3
15.0

552.6
3.6

28.4
28.6

ゴール

ドリブル

クロス

ヴィッセル神戸
Vissel Kobe

レーダーチャート

1

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

藤田　直之 岩波　拓也

※試合平均値。（）内はリーグ順位

神戸のパターン別得点
0
0
2
3
1

2
1

柏のパターン別得点

パス

インターセプト

クリア

15.4
15.6

491.6

1.3%4.9%6.4%7.0%5.7%2.4%

1.3% 5.0% 7.2% 6.3% 3.4% 1.4%

伊野波　雅彦

レアンドロ

伊東　純也

茨田　陽生

アシスト

4.4% 2.7%

藤田　直之

1.3%

5.7%2.5%1.0% 4.5%3.7%6.2%

5.1% 6.0% 4.2% 3.8%1.7% 3.3%

藤田　直之 渡邉　千真

キム　スンギュ レアンドロ

4.1% 7.2% 6.6% 3.7% 1.2%

大谷　秀和

大津　祐樹

秋野　央樹

増嶋　竜也

増嶋　竜也

中谷　進之介

大津　祐樹

山中　亮輔

ディエゴ　オリヴェイラ

エデルソン

田中　順也

1.8% 4.1% 5.8% 6.9% 5.3% 1.4%

得点パターン

4.1% 5.4% 7.7% 4.7%

3.8% 5.1% 7.1%

2.7% 0.7%

輪湖　直樹

輪湖　直樹

増嶋　竜也

ホットゾーン

大津　祐樹

2.0%

インターセプト 

パス 

クロス 

ドリブル 

ゴール 

クリア 

タックル 

シュート 

0 2 4 6 8 10 12 14 

神戸 

柏 

インターセプト 

パス 

クロス 

ドリブル 

ゴール 

クリア 

タックル 

シュート 

柏レイソル VS ヴィッセル神戸
4月26日時点でのデータ

提供：データスタジアム



中山雄太
——今年は多くの試合に絡んでいます。プロ1
年目の昨年と比べて心境面に違いがあるのでは
ないですか？
「去年も充実していなかったわけではないです
が、試合に絡めているというのは大きな違いで
す。やっぱり試合に出て得られるものは多いん
だなと感じています」
——その“試合に出て得られたもの”とは？
「自分の特長のビルドアップと足元の技術は通
用すると感じました。逆に改善が必要なのは、
そのストロングポイントのミスをなくすこと。ミ
スのないプレーをもっと意識していきたいです
し、あとはサイドバックで出場した時は高い位
置を取れるので、得点を匂わせるプレーを増や
し、対戦相手にとって恐い選手になっていきた
いと思います」
——前節の鹿島アントラーズ戦では、試合序盤
に中山選手がヘディングでゴールを狙う絶好の
チャンスが訪れました。あのようなシーンを増や
していきたいと感じていますか？
「そうですね。あの場面もゴールを決めていたら、
対面の遠藤選手はもっと下がる意識が強くなっ
たでしょうし、ああいうチャンスで決めきる力が
必要だと感じました」
——ただ、試合の立ち上がりに中山選手がゴー
ル前まで顔を出したことには驚きました。
「試合が終わってから、クリさん（栗澤）からも『な
んでお前があそこにいたんだ？』と言われました
が、僕は相手から『なぜそこにいる？』と思われ
るようなプレーを意識しています。サイドバック
なので毎回あの位置には上がれないですけど、
相手の枚数、うちの後ろの枚数を見て、あのシー

ンは後ろが足りていたのでボックスまで入ってい
きました。基本的にはあの1つ後ろの位置にい
る方が多いんですけど、チャンスだと思ったら飛
び込む勇気は持てるようになってきたと思いま
す。アントラーズ戦は右サイドからの攻撃が多く、
僕は（伊東）純也君のようなスピードはないです
けど、少しずつチャンスを作っていきたいです」
——前節の勝利で公式戦5連勝、リーグ戦は3
試合連続完封勝利となりました。この好調の要
因をどう考えていますか？
「理由はいくつかあると思いますが、1人1人の意
識が変わったこと、それからみんなが今まで以
上にコミュニケーションを取るようになりました。
3月に比べれば僕も意識が変わりましたし、きっ
と他のみんなも変わったんだろうなと思います。
今は勝った試合でもみんなでコミュニケーション
を取って、良かったところ、悪かったところを話
し合い、次の試合につなげようという雰囲気があ
ります。シモさん（下平監督）がそういう雰囲気
を作って意識付けしてくれていますし、シモさん
の存在は本当に大きいです」
——下平監督のサッカーはU-18時代と比べて
変化しましたか？
「いえ、変わらないという印象です。シモさんが求
めているレベルにはまだ遠いですけど、少なから
ずやりたいことと目的は明確になってきています」
——この好調のチーム状態でヴィッセル神戸を
迎えます。ヴィッセルの印象は？
「選手1人1人のクオリティーが高く、前線には
レアンドロがいます。攻撃陣が強力なのでゴー
ルを取れるチームという印象ですね。アントラー
ズ戦のように押し込まれたら失点をしてしまうと

思うので、そういう展開にしないためにも、自分
たちのコンセプトであるボールを握る時間帯を
増やさなければいけないと思います」
——中山選手はウェリントン選手、ウイルソン選
手、豊田陽平選手など、今年はJリーグを代表
するFWとマッチアップしてきましたが、ヴィッ
セル戦ではレアンドロ選手とペドロ・ジュニオー
ル選手という強力なFWと対峙する局面も出てく
ると思います。
「僕には失うものは何もなく、得るものが大き
いと思っています。彼らを抑えたら自分の価値
も上がりますし、気持ち的にも上がっていくと
思って、いつも相手のアタッカーと対峙していま
す。良い緊張感でプレーできていますね。それ
にヴィッセルとは去年のナビスコカップで対戦し
て、どのようなプレーをしてくるかはイメージで
きています」
——試合に絡み始めたことで、始動当初に比べ
て個人的な目標も変わってきたのでは？
「やっぱりゴールを意識するようになりました。
サイドバックがゴールを奪えれば、本当に相手
は嫌だと思いますし恐い選手になれる。僕は
U-18の頃から相手にとって恐い選手になること
を心掛けていました。アシストもそうですけど、
ゴールを決められるようになればプレーの幅が
広がるので、そういう選手になることを目指して
います」
——サポーターへメッセージをお願いします。
「サポーターの後押しをしてくれる声には本当に
助けられています。アントラーズ戦でも苦しい時
の声援は力になりました。これからもぜひ一緒
に戦ってください」

         Yuta 
NAKAYAMA29DF



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。

サポーターズトートバッグ
¥4,752

サイズ：約H300×
W500(口前)×D150mm

キッズポロシャツ
¥3,780

サイズ：90、
110、130、150

マスコットキャップ
¥3,672

サイズ：Jr.フリー

キッズ Tシャツ
¥3,240
サイズ：90、
110、130、
150

★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。

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 TM vsアントラーズつくば 9:00 アントラーズつくばG
U11 TM vsアントラーズつくば 9:00 アントラーズつくばG
U10 TR - 10:00 -

◉4月30日（土）

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A プレミアリーグ vsFC東京 15:00 柏（スタジアム）
U18B - - - -
U15 関東リーグ vsアントラーズつくば 14:00 柏
U14 メトロポリタンリーグ vsアントラーズつくば 16:30 柏
U13 TR - 11:30 -
U12 全少予選 vsFORZA!沼南、vs大久保SC G 9:00、10:40 柏
U11 - - - -
U10 - - - -

◉5月1日（日）

新商品情報！「キッズTシャツ」
  「マスコットキャップ」などが新発売！

いやはや、
絶好調ですレイソル。
まさかここまで
勝ちが続くとは思わず
心の準備ができていませんが、
今日も貪欲に勝利を
祈願します！勝つぞー！

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 with minoaka（ロコモコなど）
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









❺



鹿島アントラーズ戦のスタメン平均年齢
は23.82歳。この数字が示す通り、今

のレイソルはとにかく若手の躍動が目立つ。
アントラーズのスタメンを見ると中村航輔、小
林祐介、中川寛斗、伊東純也、中谷進之介の
リオ五輪世代に東京五輪世代の弱冠19歳・
中山雄太も加わり、23歳以下の選手は実に
6人も名を連ねた。
　ただ、若手の活躍以上にアントラーズ戦の
快勝劇で見逃せないのがベテラン選手が見
せたの安定感だ。最終ラインでチームを支え
た増嶋竜也と鎌田次郎の2人である。
　アントラーズ戦を“快勝劇”と位置付けた
が、試合展開自体は決して楽なものではな
く、相手に攻め込まれる苦しい時間帯も多
かった。果たして若い選手だけで試合に臨ん
でいたなら、老獪で経験豊富なアントラーズ
の猛攻をしのぎきれていただろうか。
「プレーが切れる度に2人は声を掛けてくれ
ました。こうしていこう、ここはこうしたほうが
いいんじゃないかと声掛けをしてくれて、思い
切ってプレーができました」（茨田陽生）
　あのコンパクトな陣形で集中力を保ち続け
た隙のない守備には、間違いなく増嶋と鎌田
の後方からのコーチングが影響していた。例
えば、ビハインドを背負ったアントラーズが攻

撃の手を強め、圧力をかけてきたことで後半
立ち上がりはセカンドボールをほとんど拾え
ず、奪ったボールを蹴り返して逃げるだけの
時間帯が続いた時、増嶋は中盤に声を掛け
「リズムを取り戻すために、少し無理をしてで
もつないでみよう」と指示を送っている。再度
ボールをつないでいく意識を持った選手たち
は、63分に鮮やかな崩しによって追加点を奪
うことになるのだが、増嶋の声掛けがなけれ
ば、リズムを取り戻せずにセカンドボールを拾
われ続けた挙句、アントラーズの圧力に押し
切られていたかもしれない。
　鎌田は本職のCBではなく、アントラーズ
戦は右SBで出場した。下平隆宏監督は試合
後の会見で「相手の攻撃のキーマンはカイオ
選手なので、伊東では荷が重いと思い、経験
のある鎌田をSBに置いた」と采配の意図を
説明している。この起用こそ、アントラーズ戦
の勝負を分けた大きなポイントだった。下平
監督の狙い通り鎌田はカイオを封じ、それば
かりか鎌田の起用によって今季は右SBで出
場していた伊東純也を本来の攻撃のポジショ
ンで輝きを放った。伊東が「今日は後ろに次
郎君がいてくれたので、思い切って攻めること
ができた」と振り返るように、仕掛けの意識
を普段以上に強く持てたからこそ、前半終了

間際のダブルタッチによるドリブルシュートを
生んだとの見方もできる。
「増嶋も鎌田も、最終ラインで声を掛けてラ
インを統率し、若い選手が多い中でチームを
引き締めてくれました。彼らには感謝していま
すし、力を発揮してくれていると思います」
　試合後、2人の働きについて、下平監督も
賛辞を惜しまなかった。
　今のレイソルはJ2とJ1を優勝した頃の
2010年、2011年の雰囲気によく似ている。
工藤壮人（現バンクーバー・ホワイトキャップ
ス）、酒井宏樹（現ハノーファー96）、田中
順也、茨田ら若手の台頭もありながら、北嶋
秀朗（現アルビレックス新潟コーチ）のように
30歳を超えた選手も奮起。若手、中堅、ベテ
ランがそれぞれの個性を発揮しながら、良い
競争をすることでチーム力の底上げが促され
ていった。
　今年はリオ五輪が開催される関係で若い
選手が注目される傾向にあるが、今のレイソ
ルは数年前と同様、若手のみならず、中堅、ベ
テランを含めた全選手による健全な競争環
境が出来上がろうとしている。

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。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！

  5/8（日）vs川崎戦、5/21（土）vs福岡戦 チケット発売中！
  5/18（水）ヤマザキナビスコカップvs新潟戦 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
なつの製作所
柏市まちづくり公社
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
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
パルシステム千葉
ヒガキオートサービス
日立ヘルスケア・マニュファクチャリング
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。

快勝劇を支えた2人


