
“4月は自分たちが上がる月”
大谷の偉業に花を添えよう！
　3月のリーグ戦成績は1勝3敗とスタートダッ
シュには躓いたレイソルだったが、前節のサンフ
レッチェ広島戦は、それまでの中断期間2週間
で積み上げてきた成果をしっかりと発揮し、2−
0の快勝を収めた。出遅れを取り戻すためにも、
サンフレッチェ戦の勝利をきっかけに「4月は自
分たちが上がっていく月にしなければいけない」
（大谷秀和）と、レイソルはここからの巻き返し
を図る。
　対する清水エスパルスは、3月15日のYBCル

ヴァンカップで対戦したばかり、わずか3週間ぶ
りの再戦となる。また、2月の指宿キャンプでも
練習試合を戦った相手でもあり、今季3度目の対
戦とあって互いの手の内を見ながらの難しい試
合となるだろう。エスパルスは直近のリーグ戦
では2試合連続で3失点を喫しているものの、全
選手がハードワークを怠らない守備意識の高い
チーム。前述の6失点の内訳を見ても5点がセッ
トプレーやリスタートによるもので、流れの中か
ら崩された場面は少ない。中川寛斗は「堅い守

備をどうやって崩していくかが試される」と連勝
へのポイントを挙げており、エスパルスの特徴
であるサイド攻撃とFW鄭大世の破壊力を封じ
るためにも、サンフレッチェ戦同様、前線からの
連動した守備で相手の出足を封じ、有利な展開
へと持ち込みたい。
　そして今節は、大谷が出場すれば、J1通算
300試合出場が達成される。今季のリーグ戦
ホーム初勝利を飾り、15年をかけて積み上げて
きた偉大な記録の達成に花を添えよう。
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1	 GK	 西部	洋平
3	 DF	 犬飼	智也
4	 DF	 カヌ
5	 DF	 鎌田	翔雅
6	 MF	 杉山	浩太
7	 MF	 六平	光成	
8	 FW	 チアゴ	アウベス	
9	 FW	 鄭	大世	
10	 MF	 白崎	凌兵
11	 FW	 村田	和哉
13	 GK	 六反	勇治
14	 MF	 野津田	岳人	
15	 DF	 ビョン	ジュンボン
16	 DF	 村松	大輔
17	 MF	 河井	陽介
18	 FW	 長谷川	悠
19	 FW	 ミッチェル	デューク
20	 MF	 竹内	涼
21	 GK	 高木和	徹	
22	 MF	 枝村	匠馬
23	 FW	 北川	航也	
25	 DF	 松原	后	
26	 DF	 二見	宏志
27	 DF	 飯田	貴敬	 	
30	 FW	 金子	翔太	
31	 DF	 キム	ボムヨン
32	 MF	 光崎	伸	
33	 DF	 立田	悠悟	
43	 GK	 植草	裕樹
44	 DF	 フレイレ	
45	 DF	 角田	誠
※出場停止：なし

［監督］	小林	伸二［監督］	下平	隆宏

1	 GK	 桐畑	和繁
2	 DF	 鎌田	次郎	
3	 DF	 ユン	ソギョン
4	 DF	 中谷	進之介	
5	 DF	 中山	雄太
6	 MF	 小林	祐介	
7	 MF	 大谷	秀和	
8	 MF	 武富	孝介
9	 FW	 クリスティアーノ
10	 FW	 大津	祐樹
11	 FW	 ディエゴ	オリヴェイラ
13	 DF	 小池	龍太
14	 FW	 伊東	純也
16	 GK	 滝本	晴彦	
17	 MF	 手塚	康平	
18	 FW	 ドゥドゥ	
19	 MF	 中川	寛斗	
20	 FW	 ハモン	ロペス
21	 DF	 橋口	拓哉	
22	 DF	 輪湖	直樹
23	 GK	 中村	航輔	
24	 FW	 大島	康樹	
25	 MF	 安西	海斗	
26	 DF	 古賀	太陽	
27	 DF	 今井	智基
28	 MF	 栗澤	僚一
29	 DF	 中川	創（2種）	
30	 GK	 猿田	遥己（2種）	
37	 MF	 細貝	萌
※出場停止：なし

Staff
ヘッドコーチ／岩瀬	健
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／阪倉	裕二
コーチ／久保山	由清
コーチ／栗山	友文
GKコーチ／アダウト
フィジカルコーチ／土斐﨑	浩一

　抜群の身体能力を持つストライ

カーは、昨季のJ2で26ゴールを挙げ、

得点王に輝いた。今季もすでにチーム

総得点の半分に当たる3ゴールを記録

しており、前節のジュビロ戦ではオー

バーヘッドから豪快な一撃を決めて

いる。レイソルとの相性は良く、フロ

ンターレ、水原三星時代に通算7ゴー

ル。今年2月の指宿キャンプの練習試

合でも先制点を奪われた。この屈強な

FWを抑えられるか否かで、勝敗は大

きく左右される。

清水／ 9FW  鄭大世Stop the Key Player

J.League Division 1 順位表

2017年4月2日（第5節）現在

順位	 チーム	 勝点	 試合	 勝	 引分	 敗	 得失点差

	1	 神戸	 12	 5	 4	 0	 1	 3

	2	 鹿島	 12	 5	 4	 0	 1	 3

	3	 G大阪	 11	 5	 3	 2	 0	 6

	4	 浦和	 10	 5	 3	 1	 1	 6

	5	 FC東京	 10	 5	 3	 1	 1	 3

	6	 川崎	 10	 5	 3	 1	 1	 2

	7	 仙台	 9	 5	 3	 0	 2	 -1

	8	 C大阪	 8	 5	 2	 2	 1	 1

	9	 横浜FM	 7	 5	 2	 1	 2	 1

10	 磐田	 7	 5	 2	 1	 2	 1

11	 甲府	 7	 5	 2	 1	 2	 -1

12	 柏	 6	 5	 2	 0	 3	 0

13	 清水	 6	 5	 2	 0	 3	 -1

14	 鳥栖	 5	 5	 1	 2	 2	 -2

15	 札幌	 4	 5	 1	 1	 3	 -5

16	 新潟	 2	 5	 0	 2	 3	 -4

17	 広島	 1	 5	 0	 1	 4	 -5

18	 大宮	 0	 5	 0	 0	 5	 -7

予想スターティングメンバー

2017.04.08 SAT 日立柏サッカー場 15：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：石田 久行

アセッサー：永松 常徳
主審：廣瀬 格／副審：木川田 博信、福岡 靖人／第4の審判：塚越 由貴

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

◇グループ分け	 Aグループ▷	柏、札幌、仙台、大宮、FC東京、清水、磐田
	 Bグループ▷	新潟、横浜FM、甲府、C大阪、広島、神戸、鳥栖
◎プレーオフステージ
※Aグループ2位vsBグループ3位、Bグループ2位vsAグループ3位が対戦。
勝者2チームがノックアウトステージに進出

第1戦：6月28日（水）、第2戦：7月26日（水）
◎ノックアウトステージ
【準々決勝】第1戦：8月30日（水）、第2戦：9月3日（日）
【準決勝】第1戦：10月4日（水）、第2戦：10月8日（日）	【決勝】調整中

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月25日（土） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 ○2-1
2 3月5日（日） 15:00 日立柏 ガンバ大阪 ●1-3
3 3月10日（金） 19:00 等々力 川崎フロンターレ ●1-2
4 3月18日（土） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-1
5 4月1日（土） 14:00 Eスタ サンフレッチェ広島 ○2-0
6 4月8日（土） 15:00 日立柏 清水エスパルス -
7 4月16日（日） 16:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 -
8 4月22日（土） 15:00 日立柏 横浜F･マリノス -
9 4月30日（日） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 -
10 5月6日（土） 14:00 日立柏 セレッソ大阪 -
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 -
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 -
13 5月27日（土） 15:00 日立柏 大宮アルディージャ -
14 6月4日（日） 19:00 日立柏 浦和レッズ -
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 -
16 6月25日（日） 19:00 日立柏 北海道コンサドーレ札幌 -
17 7月2日（日） 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ -

◆YBCルヴァン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15日（水） 19:00 日立柏 清水エスパルス ○1-0
2 4月12日（水） 19:00 NACK 大宮アルディージャ -
4 5月3日（水･祝）15:00 日立柏 ジュビロ磐田 -
5 5月10日（水） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 -
6 5月24日（水） 19:00 日立柏 FC東京 -
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -

※1：ガンバ大阪がACL準々決勝に進出した場合、8月18日（金）に変更となる可能性有。※2：浦和レッズがACL準々決勝に進出した場合、9月8日（金）に変更となる可能性有。※3：鹿島アントラーズがACL決勝
に進出した場合、11月5日（日）または11月29日（水）に変更となる可能性有。※4：後半日程は遅くとも7月中旬までに発表予定です。後半日程のキックオフ時刻およびテレビ放送については7月中旬発表予定。

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
18 7月8日（土） 19:00 金鳥スタ セレッソ大阪 -
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 -
20 8月5日（土） 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 -
21 8月9日（水） 19:00 日立柏 サガン鳥栖 -
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス -
23 8月19日（土)or20日（日）※1 ※4 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） ※4 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土）or10日（日）※2 ※4 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土）or17日（日） ※4 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝） ※4 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土）or10月1日（日） ※4 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土）or15日（日） ※4 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土）or22日（日） ※4 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） ※4 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） ※4 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日）※3 ※4 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） ※4 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　     清水エスパルス
2017	明治安田生命J1リーグ	第6節

VS

◆明治安田生命J1リーグ
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4月4日時点でのデータ
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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。
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提供：データスタジアム

4月4日時点でのデータ

柏レイソル VS 清水エスパルス



FOCUS——前節のサンフレッチェ広島戦の勝利は、攻
守に手応えをつかんだ内容だったのではないです
か？

「そうですね。2 週間の中断中に『こうやって戦っ
ていこう』というチームの戦い方を打ち出して、
紅白戦でもサンフレッチェを想定しながら、全
員が頭をクリアにした状態で臨めたのは良かっ
た。サンフレッチェはボールを持たせたらうまい
ので、相手の陣形が整う前に自分たちからどん
どんプレスをかけていこうという戦い方をしたの
ですが、サンフレッチェは嫌がっていたと思いま
す」
——大谷選手のロングシュートも見事でした。

「リーグ戦に限っていえば先制点は一度もなかっ
たので、チームに勇気を与えられるゴールになっ
たのは良かったと思います。もう一度あの場所
に蹴れと言われたら難しいけれど（笑）、あれも

（大津）祐樹がしっかり前から追ってGKのキック
ミスを誘い、ディエゴもセカンドボールに反応し
てくれていました。あの局面だけを見ても、チー
ムがやろうとしていたものを発揮できていたと思
います」
——今節対戦する清水エスパルスは、先月にル
ヴァンカップで対戦したばかりです。印象はいか
がですか？

「エスパルスとはキャンプの練習試合でも対戦し
ていますが、ルヴァンカップでも全員で守ろうと
いう意識がすごく強いという印象でしたね。リー
グ戦でもFWのテセさん（鄭大世）が自陣のペナ
の近くまで戻ってケアしている場面もあり、全員
でハードワークをしながら勝点を取っていこうと
いうチームの意思が感じられます。キャンプの

練習試合では押し込みながら、なかなか自分た
ちがゴールを奪えず相手にリズムが傾いてしま
いました。ルヴァンカップも、サンフレッチェ戦
もそうですけど、改めて先制点の大きさを感じた
ので、今回も先手を取れる展開にできればと思
います」
——また、今回のエスパルス戦は、大谷選手にとっ
てJ1通算300試合出場となる節目の試合です。

「300 試合といっても、特別に変わらないですよ
（笑）。でも自分がここまでやるとは思っていな
かったし、J1で300 試合に出場した選手はたく
さんいるわけではないし、レイソルだけでの達成
は初めてということなので、ありがたいことです」
——デビュー戦は2003年の開幕戦、FC東京戦
でした。覚えていますか？

「よく覚えています。開幕戦に出場した選手は結
構若かったんですよね。俺の他にも、（矢野）貴
章、（永井）俊太くん、みっちゃん（永田充）…。
マルコ（アウレリオ監督）が若い選手を積極的に
使ってくれたから、ウノ（宇野沢祐次）やドゥー（近
藤直也）も出てきているし、ミノル（菅沼実）も２
種登録でシーズンの途中から出てきました。そ
ういう若い選手を使ってくれる監督だったことは
大きかったです」
——大谷選手は15シーズンで延べ9人の監督の
下でプレーをしてきました。そのほとんどで主力
の座を勝ち取ってきています。

「監督がこの人だから出られる、このサッカーだ
から出られるというのはでは、長くはやっていけ
ない。自分のプレースタイルはあるけど、監督
が求めることや、やりたいサッカーに順応しな
いといけないと思います」

——300試合の中で印象深い試合は？
「優勝した試合…というより2011年が印象深い
です。最後までグランパスとガンバと争い、一つ
でも落としたら順位がひっくり返るような、すご
くヒリヒリした緊張感の中で試合をしていました。
でも、それまで味わったような残留争いの重苦
しい緊張感ではなく、すごくポジティブな雰囲気
だったから重圧も感じなかったし、上の方で注
目される良さを楽しんでいました。1回優勝して
満足するかなと思いましたけど、あれは何回も味
わいたいし、その欲がその後の天皇杯やナビス
コカップのタイトルにつながったと思います」
——300試合出場をクリアしたその先には、個人
的な目標はありますか？

「300 試合も一つずつ積み上げた結果だから、
301試合目に自分が出られるように1週間頑張
るだけです。結局それは辞めるまで変わらない
ですよ。上の年齢の選手を見れば、同じポジショ
ンでやっている選手はまだまだ多いし、クリ（栗
澤僚一）もまだまだ走っているから、そういう年
上の選手を見ながら自分もやりたいと思います。
辞めるときに Jリーグアウォーズで功労賞をもら
えるように頑張ります（笑）」
——最後に4月の巻き返しに向けて意気込みを聞
かせてください。

「チームとして今は形が見えてきています。ハジ
（細貝萌）が入り、みんなが新しい刺激をもらっ
ているので、高いレベルの競争ができれば、そ
れだけチーム力が上がります。なんとかチーム
が掲げる目標を達成できるように、まずはその
争える位置に持っていくために、この出遅れた
分を取り戻したいと思います」

Hidekazu OTANI

大谷秀和
  7MF

プレイヤーズ
リコメンドソング

大谷選手がお気に入りの曲を
スタジアムビジョン放送
「Vamos Reysol」内で

   紹介します。
   13：40頃の予定です。

♬

©J.LEAGUE PHOTOS



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。

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 10:00 -
U18B 県リーグ 東京学館浦安高校 11:45 日体大柏高校
U15 関東リーグ 浦和レッズ 10:00 レッズランド
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 OFF - - -
U11 TR - 10:00 -
U10 TR - 10:00 -

★4月8日（土） 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 プレミアリーグ第1節 京都サンガ 13:00 味の素スタジアム西競技場
U18B OFF - - -
U15 スペイン遠征 - - -
U14 TR - 10:00 -
U13 TM ラビーダ 17:00 昌平高校
U12 OFF - - -
U11 ブロック大会 - 9:00 柏
U10 TM WINGS 10:00 エスタディオ・サンフット

★4月9日（日）

前節はアウェイで の
勝利にニヤニヤ〜♪
春の明るい流れに乗っ
て、ここから上昇してい
きたいものです☆リズ
ムをつかんで、日立台
でも勝とーう！

❶鳥よし（カレー など）❷ローソン（おにぎり など）
❸ブラウンシュガー（焼きそば など）❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド など）
❺ローソン（おにぎり など）❻Labo Café × E･S･A（プルたま丼 など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（レイソル勝つドッグ など）❽ボンベイ×日立台カリーぶ（レイソルカリー など）
❾海賊船（たこ焼き など）❿エフェケバブ（ドネルケバブ など）
⓫ブラウンシュガー（ステーキプレート など）⓬日京クリエイト（餃子ドッグ など）
⓭侍（もつ煮込み など）⓮ローソン（おにぎり など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種 など）⓰D&C（チーズドッグ など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾









❺

◎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。

新商品情報！「タオルマフラー」
 「Tシャツ」などが新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

チキン
オーバーライス
750円
ニューヨークでは連
日大行列の人気ワン
プレートメニュー！
ス パイシーな チ キ
ンと、たっぷりのお
野菜をチリソースと
ヨ ー グ ルト チ ーズ
ソースでお召し上が
りいただけます。

マスコット
アンクルソックス

￥1,080
サイズ：

メンズフリー／
レディースフリー

Tシャツ（スタジアム）￥2,808
サイズ：S、M、L、LL

タオルマフラー（カモフラ）￥1,620
サイズ：約200×1,100mm

❾「海賊船」



　今節、大谷秀和が出場すればJ1通算300
試合出場となる。昨季にはそれまでのクラブ
最多記録（レイソル所属時のカウント）だった
渡辺毅（現アカデミーダイレクター）の281試
合を超えており、300試合到達はクラブ史上
初の偉業だ。
　ただし、当の本人はというと「あまり気にし
ていないです」と笑いながら、どこ吹く風と受
け流す。それでも偉業であることに間違いな
い。事実、長年中盤でコンビを組んできた栗
澤僚一は、今回の記録について次のように述
べている。
「レイソルを支えてきた歴史の一人。1試合1
試合の重みも本人が一番よく知っているだろ
うし、濃い300試合だったんじゃないですか」
（栗澤）
　その「濃い300試合」のスタートは、2003
年Jリーグ開幕戦のFC東京戦。実はデビュー
戦でダブルボランチを組んだのが、現役時代
の下平隆宏監督だった。
「落ち着いていて、話し振りもルーキーの時
から『本当に高校から上がってきたばかりの
選手なのか？』と思うぐらいだった。常に同じ
ペースでプレーしていて、そのペースを常に発
揮できることはすごい」（下平監督）
　下平監督も“大谷の凄さ”については賛辞
を惜しまない。大谷は、当時のレイソルに在
籍していた年上の選手との会話でも、物怖じ
することなく自分の意思・意見を伝えていた。

プレー面もそうだが、ピッチ外の振る舞い
も、とてもルーキーとは思えなかった。
　20 06 年、レイソルはクラブ史上初のJ2
を戦った。そのシーズンに流通経済大学在
学の特別指定選手としてチームに加わり、
2008年から正式に加入、昨年再びレイソル
に戻ってきた鎌田次郎は、チームメートとし
て、対戦相手として大谷を知る。
「どんな監督の下でも試合に出続けるサッ
カー理解度の高さも、出続ける精神面も強い
ものがないとそう簡単に300試合に出られる
ものじゃない。昔からしっかりしていたし、そ
ういう選手だから到達した数字。今でも一緒
にサッカーをやって勉強させてもらうところ
は多いです」（鎌田）
　そして、アカデミー出身の輪 湖直樹は、
ジュニア時代からユースでプレーする大谷の
姿を見てきた一人だ。
「存在感があって、立っているだけでチーム
に安心感を与えられる。なかなかそういう選
手はいないと思います。『素晴らしい』の一
言です」（輪湖）
　輪 湖のように、アカデミー出身の選手に
とって、大先輩にあたる大谷は“多大なリスペ
クトを払う選手”である。ただ、今井智基はア

カデミー出身選手とは違う独自の形で大谷
への敬意を表する。
「若い選手はアカデミー出身が多く、タニく
んをいじることができないから、そこは俺が
ガツガツいきます（笑）。去年1年、俺はケガ
でスタンドで試合を見ていましたけど、タニく
んがいるのといないとでは、試合の入りや試
合の締まりも違いますから」（今井）
　偉業を称えるのは日本人 選 手だけでは
ない。レイソルで3シーズン目を迎えるクリス
ティアーノも大谷に賛辞を送り、このメモリア
ルマッチでの勝利を誓う。
「タニは素晴らしい選手。彼が中心となっ
て、いつもチームを支えてくれている。今回の
300試合、エスパルスに勝ち、その勝利を彼
に捧げたい」（クリスティアーノ）
　300試合は大谷にとって通過点に過ぎな
い。この先、350試合、400試合、500試合と
彼は新たな歴史を刻んでいくだろう。ただそ
の第一歩として、クリスが言うように勝利でメ
モリアルマッチに花を添えたい。

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！

4/22（土）vs横浜FM戦、5/6（土）vsC大阪戦 チケット発売中！
5/3（水）ルヴァンカップGS第4節 vs磐田戦 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
オフィス神山
グーロクリエイト
JAちば東葛
常南通運
常陽商事
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

秋田運輸
菓子工房 モン･シェフ
柏プラネット
ロイヤルガーデンパレス柏 日本閣
助川工務店
なつの製作所
柏駅前通り商店街振興組合
柏市まちづくり公社
柏駅前通り商店街振興組合
ほねつぎ増尾はりきゅう接骨院
あおば歯科
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
オランダ家 新柏店
風早レクトFC
柏魚市場
海賊船
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A.A.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
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（Fitness24 by 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
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
はるみ鍼灸接骨院
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

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。

メモリアルマッチ

Reysol  Report

ユニフォームスポンサー

クラブスポンサー

アカデミースポンサー サプライヤー CSR（社会貢献）パートナー

We Support KASHIWA REYSOL 2017


