
過去2戦の反省を生かして
GS突破に望みをつなぐ！
　リーグ戦では6連勝と絶好調のレイソルだが、
YBCルヴァンカップでは、直近の3試合で1敗2
分と勝利がなく、現在はAグループの5位と苦し
い状況下にある。残り2連勝すれば首位通過の
可能性もわずかに残されている一方で、逆に2勝
しても他チームの結果次第ではグループステー
ジ敗退もありうる。ただ確実に言えることは、
目の前の試合を落とせば、その時点でルヴァン
カップ敗退が決定する。レイソルにとっては文
字通りサバイバルマッチだ。

　対するFC東京とは、今月14日にリーグ戦で対
戦したばかりである。その時はレイソルが2−1で
勝利を収めているが、前半にはFC東京に決定
機を作られており、勝敗がどちらへ転がっても
おかしくはない紙一重の勝負だった。分厚い選
手層を誇るFC東京は、選手の入れ替えが行わ
れても質の高さに変わりはなく、実際に前回の
ルヴァンカップ大宮アルディージャ戦ではFW
ピーター・ウタカ、MF中島翔哉がスタメンで出
場し、彼らの活躍によってアルディージャとの撃

ち合い（○4−3）を制した。今節FC東京が勝利
すれば、グループ3位以内が確定するため、高い
モチベーションを抱いて日立台へ取り込んでく
ると予想される。
　ルヴァンカップの磐田戦、仙台戦で、レイソル
は後半途中までは非常に良い戦いを見せた。わ
ずかに足りなかったのは、ラスト数分間の“試合
の終わらせ方”だけだった。過去2試合の反省
材料を生かし、勝利を掴み取ることでグループ
ステージ突破の可能性を手繰り寄せる。

R e y s o l  W i n n i n g  G u i d e

FC東京VS
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2017 J.LEAGUE YBC LEVAIN CUP
Group Stage A 6th Sec
2017.05.24 WED



［監督］ 篠田 善之［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 （NH）
5 DF 中山 雄太 （NH）
6 MF 小林 祐介 （NH）
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 （NH）
14 FW 伊東 純也
16 GK 滝本 晴彦 （NH）
17 MF 手塚 康平 （NH）
18 FW ドゥドゥ （NH）
19 MF 中川 寛斗 （NH）
20 FW ハモン ロペス
21 DF 橋口 拓哉 （NH）
22 DF 輪湖 直樹
23 GK 中村 航輔 （NH）
24 FW 大島 康樹 （NH） 
25 MF 安西 海斗 （NH） 
26 DF 古賀 太陽 （NH）
27 DF 今井 智基 
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中川 創（2種）（NH）
30 GK 猿田 遥己（2種） （NH）
31 DF 宮本 駿晃（2種） （NH）
37 MF 細貝 萌
※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／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

　昨季、サンフレッチェで19得点を挙

げて得点王に輝いた。FC東京への期

限付き移籍を果たした今季は途中出

場が多いが、リーグ・カップを合わせて

すでに5得点を奪うなど短い時間の中

でも能力の高さを示している。5月14

日のレイソルとの対戦でも、身体能力

の高さを生かしてロングボールから背

後へ抜け出し、ゴールへと迫られてい

る。ルヴァンカップでレイソルが勝利

を手にするには、この屈強なFWを封

じなければならない。

FC東京／ 9FW  ピーター ウタカStop the Key Player

予想スターティングメンバー

2017.05.24 WED 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：玉井 朗

アセッサー：太田 潔
主審：山本 雄大／副審：五十嵐 泰之、作本 貴典／追加副審：高山 啓義、小屋 幸栄／第4の審判：松澤 慶和

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】11月4日（土）

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 ●0-2
7 4月16日（日） 16:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 ○2-1
8 4月22日（土） 15:00 日立柏 横浜F･マリノス ○2-0
9 4月30日（日） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 ○1-0

10 5月6日（土） 14:00 日立柏 セレッソ大阪 ○1-0
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 ○2-1
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 ○2-0
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 △0-0
4 5月3日（水･祝）15:00 日立柏 ジュビロ磐田 ●1-2
5 5月10日（水） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 △1-1
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：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。※2：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。※3：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） ※3 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） ※3 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土）or10日（日）※1 ※3 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土）or17日（日） ※3 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝） ※3 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土）or10月1日（日） ※3 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土）or15日（日） ※3 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土）or22日（日） ※3 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） ※3 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） ※3 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日）※2 ※3 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） ※3 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　     FC東京

1 GK 大久保 択生 
2 DF 室屋 成  （NH）
3 DF 森重 真人 
4 DF 吉本 一謙 
5 DF 丸山 祐市
6 DF 太田 宏介
7 MF 米本 拓司
8 MF 髙萩 洋次郎
9 FW ピーター ウタカ
10 MF 梶山 陽平
13 FW 大久保 嘉人
15 FW 永井 謙佑
16 FW ネイサン バーンズ
17 MF 河野 広貴
18 MF 石川 直宏
19 MF 平岡 翼  （NH）
20 FW 前田 遼一
21 MF ユ インス  （NH）
22 DF 徳永 悠平
23 MF 中島 翔哉  （NH）
24 MF 佐々木 渉  （NH）
25 DF 小川 諒也  （NH）
26 DF 柳 貴博  （NH）
27 MF 田邉 草民
28 MF 内田 宅哉  （NH）
29 DF 岡崎 慎  （NH）
30 GK 廣末 陸  （NH）
31 DF 岡庭 愁人（2種）  （NH）
32 DF 坂口 祥尉（2種）  （NH）
33 GK 林 彰洋
34 MF 生地 慶充  （NH）
35 MF 鈴木 喜丈  （NH）
36 DF 山田 将之  （NH）
37 MF 橋本 拳人  （NH）
38 MF 東 慶悟
39 GK 大本 竜司（2種）  （NH）
40 MF 平川 怜（2種）  （NH）
41 MF 久保 建英（2種）  （NH）
42 MF 小林 真鷹（2種）  （NH）
43 MF 品田 愛斗（2種）  （NH）
44 FW 阿部 拓馬
45 FW 原 大智（2種）  （NH）
46 GK 髙瀨 和楠（2種）  （NH）
47 MF 小林 幹（2種）  （NH）
48 FW 田中 和樹（2種）  （NH）
49 DF 長谷川 光基（2種）（NH）
50 GK 波多野 豪  （NH）
※出場停止：なし
Staff
コーチ／安間 貴義、中村 忠、近藤 大輔
GKコーチ／ジョアン ミレッ　フィジカルコーチ／矢野 由治

2017	JリーグYBCルヴァンカップ	グループステージ	グループA	第6節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

2017JリーグYBCルヴァンカップ
予選リーグ順位表

2017年5月10日現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 仙台 10 5 3 1 1 -1

2 FC東京 9 4 3 0 1 6

3 磐田 9 5 3 0 2 1

4 札幌 7 4 2 1 1 2

5 柏 5 4 1 2 1 0

6 大宮 2 4 0 2 2 -2

7 清水 0 4 0 0 4 -6

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 神戸 12 4 4 0 0 7

2 C大阪 11 5 3 2 0 4

3 広島 7 5 2 1 2 -2

4 横浜FM 6 4 2 0 2 0

5 鳥栖 2 4 0 2 2 -2

6 甲府 2 4 0 2 2 -2

7 新潟 1 4 0 1 3 -5

Bグループ

Aグループ



5月22日時点でのデータ
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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
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M a t c h A n a l y s i s

提供：データスタジアム

5月22日時点でのデータ

柏レイソル VS FC東京



FOCUS——5月3日に行われたルヴァンカップのジュビロ
磐田戦では、ドゥドゥ選手は何度も相手のゴール
に迫りましたが、ネットを揺らすことができません
でした。相当悔しかったのではないですか？

「皆さんから言っていただいているのですが、す
ごく良い試合ができたと思っています。しかしそ
の中でチャンスがありながら決めることができ
なかった。ゴールだけが欠けていた試合だった
と思います。『ゴールを決めたい』という思いが強
かった分、試合後には落ち込みました。すごく
悲しかったです」
——クリスティアーノ選手とディエゴ・オリヴェイラ
選手は「サッカーではよくあること。それが今回
はドゥドゥに起きた」と話していました。彼らから
声をかけられましたか？

「試合後、ディエゴとクリスからは『頭を下げる
ことはない。サッカーはこういうものだから、前
を向いていればチャンスはまた訪れる。そこで
決めればいい』と言われました」
——ベガルタ仙台戦では、そのチャンスをモノに
しました。ジュビロ戦の悔しさを晴らそうという気
持ちが強かったと思います。

「ベガルタ戦の前まで、自分の中でジュビロ戦の
結果を少し引きずっていましたが、『今度は必ず
決める』と思ってベガルタ戦に入り、そして決め
ることができたので、少しは悔しさを払拭でき
たと思います」
——ルヴァンカップの2試合、ドゥドゥ選手は非
常に良いパフォーマンスを見せています。個人的
にも手応えをつかんだのではないでしょうか？

「自分だけではなく、どの選手にも言えることだ
と思いますが、良い試合をすることは自信にな

りますし、次に向けてもリスクの取れるプレーを
選択できると思います。それを通してピッチの中
で成長していけるという機会を得たと思っていま
す。ジュビロ戦で決められず、ベガルタ戦で決
められたことは、その過程のひとつでした」
——ディエゴ・オリヴェイラ選手とのコンビネーショ
ンはいかがですか？

「おそらくレイソルに来てから、ディエゴと一緒
に45 分以上プレーしたのは初めてだったと思い
ます。ディエゴはとても頭の良い選手です。自分
に足りないものを補ってくれますし、僕がやりや
すいように動いてくれるので、彼に助けられて良
いコンビネーションを発揮できたと思います。試
合が終わった後も、ディエゴと『良いプレーが
できたね』と話して、幸せを感じていました。た
だ、ジュビロに負けて、ベガルタには引き分け
てしまったので、『結果をなんとかしなければい
けない』という話もしました。ディエゴとは日頃
も一緒にいる機会が多く、とてもやりやすいで
す。今後、クリスやハモンとも、どういったプレー
をできるのか楽しみです」
——今回はFC東京と対戦します。相手の印象は
いかがですか？

「レギュラー組もサブ組も、本当に良い選手が
揃っていますし、難しい試合になると予想してい
ます。14日のリーグ戦で勝った試合を参考にし
ながら、どこにスペースができるか、自分のパ
スコースはどこにできるのかをミーティングを通
じて分析し、相手の強みと弱みを見極めことを
怠らずにやっていきます」
——決勝トーナメントへ進むためには、残り2試
合で2勝が必要になります。

「やることは限られています。真剣に練習に取り
組み、準備を怠らずに、自分がいつスタメンで
起用されてもいいようにする。それがチームの
勝利につながり、チームの勝利が重なることで
グループステージ突破が見えてきます。FC 東京
戦、その後のコンサドーレ札幌戦をひとつずつ
戦い、2 勝したいと思います」
——ドゥドゥ選手は日本に来て1年2ヶ月になりま
す。日本の生活ではどのようなことを感じています
か？

「日本人は相手をリスペクトする気持ちや、思い
やりが強いですね。これは日本にいる間だけで
はなくて、いつか 僕がブラジルに帰国したり、
他の国でプレーすることがあっても、人として、
日本で学んだことを自分の人生の宝物として持
ち続けたいと思います」
——ブラジル人選手4人は、いつも仲良くしていま
す。ドゥドゥ選手にとってどんな仲間たちですか？

「常に冗談を言い合っているだけですけど、楽し
いことが好きな集まりなので、その中で自分の
役割はちょっかいを出して、“一番ウザイ奴”だと
思われていると思います（笑）」
——ドゥドゥ選手の今季の目標と、サポーターへ
のメッセージをお願いします。

「目標はチャンピオンになること。そのためにも
僕は最善を尽くして準備をしていきます。そこで
機会を得た時には、ゴールという形で勝利へつ
なげ、さらに優勝へとつながる連鎖を起こして
いきたいと思いますので、サポーターの皆さん
は期待していてください」

Dudu

ドゥドゥ
 18
FW

プレイヤーズ
リコメンドソング

ドゥドゥ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。
   17：40頃の予定です。

♬



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 クラブユース SC相模原 11:00 住金グランド
U18B - - - -
U15 TM レイソルTOR 18:30 日立柏グランド
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 TR - 10:00 -
U11 TR - 10:00 -
U10 TR - 10:00 -

★5月27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 TM 日体大柏高校 13:15 日体大柏高校グランド
U18B OFF - - -
U15 OFF - - -
U14 TM ブリオベッカ浦安 10:00 日立柏グランド
U13 TM 川崎フロンターレ 10:00 等々力
U12 TM ファナティコス 12:00 日立柏グランド
U11 プレミア千葉 Wings　ヴィトーリアス 9:00 アーセナル市川グランド
U10 TM ファナティコス 12:00 日立柏グランド

★5月28日（日）

リーグ戦の勢いが止
まりません！笑いも止ま
りません！（ニヤニヤ！）
この勢いをルヴァン杯
にも持ち 込 んで、今
夜は快勝しちゃいま
しょー☆

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

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！❹⓬「日京クリエイト」

◎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。

5月30日はレイくんのお誕生日！
レイくんグッズでお祝いしよう！

Reysol Goods!

クリアファイル（2枚セット）￥432
サイズ：約310×220mm（A4）

他にもまだまだいっぱいあるよ！

オフィシャルショップや

場内売店に来てね！

タオルマフラー（レイくん）
￥1,620

サイズ：1100×200mm

ミニ巾着  ￥1,404
サイズ：250×190mm

◀オモテ

◀ウラレイくんお座りぬいぐるみ
￥2,160

サイズ：座高約200mm

パンケーキ  500円
大人も子供もみんな大
好き！ イチゴや色んな
フルーツが乗った贅沢
なパンケーキです。是
非、ご賞味下さい！ 
その他、丼物や新商品
もございますので、お気
軽にお立ち寄り下さい。
※パンケーキは⑫番のテント
のみでのお取扱いとなります。



　公式 記 録では、キックオフ時の気 温は
25.8℃だが、ピッチ上での選手たちの体感
気温はもっと高かっただろう。その初夏を感
じさせる状況の中、ジュビロ磐田戦でも選
手はよく最後まで走り抜いた。
「前半は結構走れたんですけど……後半は
ちょっと走れなかったです」
　レイソルが誇るスピードスター、伊東純
也も、さすがに試合後は疲労の表情を見せ
た。ジュビロの名波浩監督が“伊東対策”と
して後半に小川大貴を投入したこともあり、
伊東が仕掛ける場面は前半に比べて減った
かもしれない。しかし後半には2つのプレス
バックで、伊東はその快速を生かした。
　70分にフリーでボールを持つ川辺駿に対
し、プレスバックからボールをつついた伊
東は、体勢を崩しながらクリアしてピンチを
未然に防いだ。さらにその１分後にも、鋭い
プレスバックで中村俊輔からボールを奪い
取り、自陣からドリブルで相手ゴールへと突
き進んだ。レイソルの陣形が少しずつ間延
びし、中盤に生じたスペースをジュビロに使
われていた時間帯である。その直前には立
て続けにCKを与えており、90分を通じてレ
イソルが最も押し込まれた辛抱の時間帯で
もあった。伊東のプレスバックからのカウン
ターは得点には至らなかったものの、レイ
ソルにとってはラインを押し上げる時間を与
え、逆にジュビロは伊東のスピードに追いつ

くために、前傾気味だったポジションから
懸命に自陣まで戻らざるを得なかった。こ
の伊東のプレーはジュビロに傾きかけた流
れを断ち切り、その後苦しい時間帯を耐え
抜いたレイソルはカウンターから中川寛斗
の追加点へ結びつけた。伊東のプレスバッ
クはターニングポイントとも言えるビッグプ
レーだった。
　J1第5節サンフレッチェ広島戦と、続く第
6節の清水エスパルス戦で、伊東はスタメン
から外れている。指宿キャンプの練習試合
でも伊東はサブに回された。その理由は、と
もに守備が原因だった。
　開幕前、伊東は『7得点7アシスト』を記録
した昨季を超える数字を、今季の個人的な
目標に据えた。だが、それによって攻撃意識
の比重が高まり、守備意識の欠如へとつな
がってしまった。
「出られなかった時に、シモさん（下平隆宏
監督）から言われたことは守備でした。まず
守備からしっかりやって、なおかつ自分の攻
撃力を生かすようにしようと思って、それが最
近できるようになってきていると思います」
　伊東がスタメンに戻ったのは第8節の横
浜F・マリノス戦。ここで伊東は、何度も凄ま

じいプレスバックを見せ、小池龍太とともに
F・マリノスのキープレーヤーである齋藤学
を抑えた。以来、伊東は攻守に渡って、その
運動量とスピードを生かし、チームの連勝
に貢献している。第11節のFC東京戦では待
望の今季初ゴールも記録した。彼の中で守
備と攻撃とが噛み合ってきた証である。
「ジュビロ戦では、彼のプレスバックが効い
て、後ろから奪うことができていました。そ
のままカウンターにも持っていったのでチー
ムとしても大きかったです。相手に与えるダ
メージも大きかったでしょうし、ああいうプ
レーがチームのためになっていると本人が
自覚してくれれば、もっともっとあのような
プレーをしてくれるでしょう。本当に素晴ら
しいプレーだったと思います」
　下平監督もジュビロ戦での伊東のプレス
バックを高く評価していた。このように、選
手一人ひとりがピッチ上で献身的に戦うから
こそ、リーグ戦6連勝という結果につながっ
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月27日（土）vs大宮アルディージャ戦 チケット発売中！
  6月25日（日）vs札幌戦、7月2日（日）vs鹿島戦【5月28日（日）〜会員先行発売！】

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。

献身性こそ連勝の原動力

Reysol  Report

ユニフォームスポンサー

クラブスポンサー

CSR（社会貢献）パートナーサプライヤー

We Support KASHIWA REYSOL 2017
アカデミースポンサー


