
再び連勝街道へと突き進む！
この一戦こそ重要だ！
　前節、ヴァンフォーレ甲府に1−1で引き分
け、第7節のヴィッセル神戸戦から続いていた
連勝が8で止まった。しかしチームは勝点を上
積みできたことをポジティブに捉え、「良い意
味でリセットできた。ここからまた一つひとつ
勝っていく」（中谷進之介）と今節へ向けて気
持ちは切り替わっている。
　今節は、北海道コンサドーレ札幌をホーム
に迎え入れる。コンサドーレのシステムは、レ
イソルが前節苦戦したヴァンフォーレとの共

通点が多い。「相手が出てこない場合は自分
たちから相手を動かさないといけないが、ヴァ
ンフォーレ戦ではそれがうまくいかなかった」
と大谷秀和が反省を口にするように、相手が自
陣に深く引いて作る5枚のブロックを、レイソ
ルがどう攻略するかが問われる試合になりそう
だ。コンサドーレは現在リーグ戦では5連敗中
と苦しい状況下に置かれているが、5月31日の
YBCルヴァンカップ・グループステージ第7節
の対戦では、レイソルは1−2で敗れている。今

節もまた、苦戦は免れないだろう。
　昨季の1stステージでは5連勝が止まったあ
とに失速して順位を下げた。今回の8連勝中
も、選手たちは「大切なのは連勝が止まった次
の試合」と、以前からその重要性を認識してい
た。昨季の反省材料を生かし、同じ轍を踏まず
にこのまま上位戦線に踏みとどまることがで
きるか。再び連勝街道へ突き進むために、レイ
ソルはホーム日立台で“勝利”という形でリス
タートを切る。

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

北海道コンサドーレ札幌VS
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［監督］ 四方田 修平［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 
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）
31 DF 宮本 駿晃（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
コーチ／名塚 善寛、ブルーノ クアドロス
　　　　沖田 優、竹内 清弥
GKコーチ／赤池 保幸
フィジカルコーチ／大塚 俊介

　2014年のコンサドーレへの移籍以

来、3シーズン連続で二桁得点を記録

するエースストライカー。強靭なフィジ

カルと優れた身体能力を武器に、今季

もチームの総得点の4割以上を占める

5得点を挙げている。相手ディフェンス

を圧倒する制空権の強さは言うまでも

ないが、左足キックの精度も高く、遠

目からの位置でもミドルシュートで射

抜くパワーは圧巻。ゴール前は当然の

ことながら、ボックスの外でも警戒を

怠ってはいけない選手だ。

札幌／ 9FW  都倉 賢Stop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年6月18日（第15節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 柏 31 15 10 1 4 9

 2 C大阪 29 15 8 5 2 14

 3 G大阪 28 14 8 4 2 15

 4 鹿島 27 14 9 0 5 5

 5 横浜FM 26 15 8 2 5 5

 6 川崎 25 14 7 4 3 7

 7 ＦＣ東京 24 15 7 3 5 7

 8 浦和 23 14 7 2 5 15

 9 神戸 23 15 7 2 6 2

10 磐田 22 15 6 4 5 5

11 仙台 21 15 6 3 6 -7

12 鳥栖 20 15 5 5 5 -1

13 清水 15 15 3 6 6 -6

14 甲府 15 15 3 6 6 -7

15 札幌 12 15 3 3 9 -12

16 大宮 11 15 3 2 10 -18

17 広島 10 15 2 4 9 -11

18 新潟 8 15 2 2 11 -22

予想スターティングメンバー

2017.06.25 SUN 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：鈴木 茂

アセッサー：田邊 宏司
主審：榎本 一慶／副審：穴井 千雅、前之園 晴廣／第4の審判：塚越 由貴

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

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 ○4-2
14 6月4日（日） 19:00 日立柏 浦和レッズ ○1-0
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 △0-0
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 ●0-1
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 ●1-2

※1：浦和レッズがACL準々決勝に進出したため、9月8日（金）に変更となる可能性有。
※2：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。

◆天皇杯全日本サッカー選手権大会

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
2回戦 6月21日（水） 19:00 日立柏 ブリオベッカ浦安 ○1-0
3回戦 7月12日（水） 19:00 大銀ド 大分トリニータ -

ラウンド16（４回戦）9月20日（水） - - - -
準々決勝 10月25日（水） - - - -
準決勝 12月23日（土･祝） - - - -
決勝 1月1日（月･祝） - - - -

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

柏レイソル　　    北海道コンサドーレ札幌
2017 明治安田生命J1リーグ 第16節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

1 GK 金山 隼樹
2 MF 横山 知伸
3 DF 田中 雄大
4 MF 河合 竜二
5 DF 増川 隆洋
6 MF 兵藤 慎剛
7 MF ジュリーニョ
8 MF 深井 一希
9 FW 都倉 賢 
10 MF 宮澤 裕樹
11 FW ヘイス
13 FW 内村 圭宏
14 DF 上原 慎也
15 MF 菊地 直哉
16 MF 前 寛之
17 MF 稲本 潤一
19 MF 石井 謙伍 
20 MF キム ミンテ 
22 FW 金園 英学 
23 MF マセード 
24 DF 福森 晃斗
25 GK ク ソンユン 
26 MF 早坂 良太 
27 MF 荒野 拓馬 
29 DF 永坂 勇人
30 GK 杉山 哲
35 DF 進藤 亮佑
37 DF 濱 大耀
38 FW 菅 大輝
39 GK 櫻庭 立樹（2種）
40 FW 藤村 怜（2種）
41 MF 井川 空（2種）
42 MF 佐藤 大樹（2種）
44 MF 小野 伸二
※出場停止：福森 晃斗



6月20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。

Stats Stadium 事務局　

0
2
1

MATCH ANALYSIS

ランキング

福森　晃斗

兵藤　慎剛 内村　圭宏
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宮澤　裕樹 早坂　良太

ゴール アシスト

都倉　賢 兵藤　慎剛

ジュリーニョ 福森　晃斗

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

クリスティアーノ

小池　龍太

1
5
1
3

0
4

武富　孝介

ゴール

1
3
0

柏レイソル
Kashiwa Reysol

2.4
27.2
20.7
10.0

チームスタッツ

12.1

6月25日　日立柏サッカー場

シュート

タックル

1.5 0.8
14.5
17.0

506.3
2.6

24.2
22.1

ゴール

ドリブル

クロス

北海道コンサドーレ札幌
Hokkaido Consadole Sapporo

レーダーチャート

4

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

福森　晃斗 都倉　賢

※試合平均値。（）内はリーグ順位

札幌のパターン別得点
0
1
4
0
3

0
1

柏のパターン別得点

パス

インターセプト

クリア

12.1
17.3

386.2

1.7%5.1%6.7%7.5%6.9%2.2%

1.8% 4.8% 5.4% 5.6% 4.2% 2.1%

金園　英学

横山　知伸

伊東　純也

大谷　秀和

アシスト

4.9% 2.8%

荒野　拓馬

1.2%

3.5%2.7%1.7% 4.5%4.7%4.9%

4.3% 6.1% 4.8% 5.0%1.6% 2.3%

福森　晃斗 ジュリーニョ

福森　晃斗 キム　ミンテ

3.7% 6.0% 5.7% 4.6% 1.5%

中川　寛斗

大谷　秀和

伊東　純也

中谷　進之介

クリスティアーノ

中山　雄太

クリスティアーノ

クリスティアーノ

中谷　進之介

手塚　康平

鎌田　次郎

1.4% 3.9% 6.6% 7.3% 6.0% 2.4%

得点パターン

2.8% 5.0% 8.0% 4.6%

3.8% 5.0% 8.3%

2.3% 1.1%

クリスティアーノ

手塚　康平

手塚　康平

ホットゾーン

武富　孝介

1.3%

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 5 10 15 20 25 

札幌 

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 

M a t c h A n a l y s i s
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6月20日時点でのデータ

柏レイソル VS 北海道コンサドーレ札幌



FOCUS——前節で連勝がストップしました。その影響は
いかがでしょうか？

「個人の意見としては、アウェーで勝点1を積め
たのは決して悪い結果ではないと思います。守
備では無失点に抑えましたし、攻撃でもチャン
スは作れました。もちろん勝ちたかったですけ
ど、悲観的に捉えなくてもいいと思います」
——しかし連勝中には見られなかった課題が浮か
び上がった試合だったのでは？

「ヴァンフォーレの守備の堅さを感じましたし、
5 バックに引かれた状態でどう崩していくかは今
後の課題になると、試合中にも感じていました。
相手の2トップのポジショニングも良くて、レイ
ソルの SB が上がった裏を突いてきました。それ
でラインが下がってしまったので、そういう課題
がはっきりした試合になりました」
——連勝中から、多くの選手たちが「大切なの
は連勝が止まった後」と言っていました。今節は
普段以上に重要な試合になるという考えでしょう
か？

「そうですね。昨年は連勝が止まった後に停滞し
ました。それを繰り返してはいけないと思います
し、チームの目標を達成させるためにはこのま
ま勝ち進まなければいけないので、今節は本当
に大切なポイントですね。今節、チームがどう
振る舞うか、どう戦うかで真価が問われると思
います」
——客観的に見て、今季の8連勝と昨季の5連
勝に違いはありましたか？

「チームが大人になったなと思います。昨年の連
勝は勢いという感じでしたが、今年はチームが
組織的に向上している手応えがあります。前線

の選手がハイプレッシャーをかけてくれて、後ろ
の選手が限定して守れることによって失点数も
減りました。攻撃でも昨年より戦術が浸透して
きたので、それが大きな違いだと思います」
——今節対戦する北海道コンサドーレ札幌とは、
先月のYBC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？

「選手一人ひとりの能力は高いと思います。ルヴァ
ンカップでミドルシュートを決められた福森選手
のように、フリーにすればあれだけの精度の高
いシュートを打たれますし（福森選手は出場停
止）、前線には得点力のある都倉選手もいます。
警戒しなければいけない相手です」
——コンサドーレとヴァンフォーレはシステムが共
通しています。前節の戦い方をヒントにすれば、
レイソルが苦戦する可能性も高いと思います。

「絶対に簡単な試合にはならないと思います。後
ろ5 枚に引かれたときに、そこを崩して得点する
ためにも、ヴァンフォーレ戦の課題を生かさな
ければいけません。シンプルにクロスを入れて
も跳ね返されるだけですし、あれだけ中を固め
られると中央突破も難しい。個人的にはセット
プレーが鍵になると思います」
——試合状況に応じてですが、右サイドの伊東選
手、小池選手が上げるクロスに、輪湖選手がゴー
ル前へ飛び込むというのは守備面のリスクが大き
いですか？

「1トップのチームなら状況次第ではありだと思
いますが、ヴァンフォーレのように 2トップです
と相手が SB の背後を狙っているのでちょっと難
しいと思いますね。昨年はそこで自分が上がっ
て得点を決めた試合もありましたけど、今年はそ

こでリスク管理することが失点数の減少につな
がっていると思いますし、負けている状況ならリ
スクを冒す必要はあっても、今年は負けている
状況があまりないので、そこまでリスクを冒して
飛び込むことがないというのもあります」
——今季の輪湖選手は相手のカウンターの芽を
潰し、ボックス内に入られても間一髪でクリアす
るなど守備面での活躍が目立ちます。

「昨年までは攻撃のことを多く考えていたんです
が、今年はまず守備を優先しています。そこは
強く意識している部分ですね。左サイドのスペー
スにはクリスが流れてきますし、タケ（武富）が
入ってくる回数も多いです。攻撃では彼ら2 人を
サポートして、左で作って右にサイドチェンジを
して、J（伊東）とリュウ（小池）が突破して…とい
うイメージを持っています」
——ユン・ソギョン選手の復帰も大きな刺激にな
るのではないですか？

「どのポジションにも競争は必要です。ソギョン
は走れるし、速いし、強いし、キックもうまい。
本当に能力の高い選手ですから、2 人で高め合っ
ていければいいと思います」
——最後にサポーターにメッセージをお願いしま
す。

「ここまで強い後押しをありがとうございます。
今は首位ですが、まだまだ難しい試合はあると
思いますし、1試合の中にも難しい時間帯があり
ます。その時間帯にいつもサポーターが心強い
応援をしてくれるのは力になっています。選手一
人ひとりはこれからも全力で戦うので、引き続き
強い後押しをお願いします」

輪湖直樹
22DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

輪湖選手が
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。

♬

 Naoki WAKO



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。

連勝は止まっても、今
のレイソルは誰にも止
められないのだー!！
とにかく、自分たちを
信じてつき進むべし。
ここで快勝して勢い
つけるぞっ☆

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！「ICカードホルダー」
 「クッションキーホルダー」などが新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

ピザセット
1,000円

クッションキーホルダー（5 種） ￥1,080（No.4、No.5、No.9、No.10、No.14）

⓯「ドミノ･ピザ」

単品で買うよりお得な、カマンベールピザ2ピースとチキンナゲット
5ピースのセットです。

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A プレミアリーグ 浦和レッズ 17:00 レッズランド
U18B 未定 - - -
U15 クラブユース関東 東京ヴェルディ 12:00 日立柏グラウンド
U14 OFF - - -
U13 OFF - - -
U12 TR - 14:00 -
U11 コパベルマーレ - - -
U10 ファナティコスカップ - - -

★6月25日（日） TR＝トレーニング、TM＝練習試合

表 裏 表 裏

ICカードホルダー
（リール付き）

￥1,080

『柏レイソルU-18 及び 日体大柏高 2018年新加入選手 合同セレクション』
■受験対象者：現中学3 年生の男子
■1次セレクション実施日時：2017年 7月17日（月･祝）　
■応募締切：2017年 7月3日（月）
■エントリーサイト：http://l-tike.com/reysol-selection/u-18/index.html

『柏レイソルU-10（現小3･小2対象） 2018年新加入選手 前期セレクション』
■受験対象者：現小学2 年生、3 年生の男子
■1次セレクション実施日時：2017年 7月20日（木）もしくは 25日（火）
■応募締切：2017年 7月3日（月）
■エントリーサイト：http://l-tike.com/reysol-selection/u-10/index.html



　6月19日、下平隆宏監督は練習前のミー
ティングにて、選手に対して新たな意識付
けを行った。当初の『勝点60以上、ACL出
場権獲得』から『リーグ優勝』へ、チームの
目標を大きく引き上げたのである。
「今の順位と、今取り組んでいる選手の雰
囲気を含めて、優勝を意識して、優勝という
ことをはっきり口にして目標にしようと伝え
ました。具体的には勝点60から70へ引き上
げる。勝点60だと、すでに半分は取れてい
るので、少し安心感が生まれかねない。た
だ70を取っていくとなると前半戦の残り2試
合で稼いでいかなければいけない。そうい
う意識のもとに札幌戦を迎えたい」
　それが下平監督の意図だ。
　2011年のリーグ初制覇から、すでに6
シーズンが経過している。あの歓喜を知る
選手は、大谷秀和、栗澤僚一、桐畑和繁の
3人のみとなった。ただ、現所属選手で、ア
カデミー出身者は、U-18やU-15時代にレイ
ソルのリーグ優勝をはじめ、天皇杯やヤマ
ザキナビスコカップのタイトル獲得を目の当
たりにしてきた。
「高校生のときに見たJ1で優勝した光景は
今でも覚えています。そういう時代を築いて
くれた先輩方に続いていけるようにしたい
し、自分がその立場になって、今度は自分
がそういうことをするべきだと思う。勝点70
を設定した中で、そのチャンスもあるからこ

そ、もっともっと頑張っていきたい」（中谷
進之介）
　かつてのタイトル獲得をアカデミー時代
に何度も目の当たりにしたことで、「レイソ
ルは優勝するクラブ、常にタイトル争いをし
ていなければいけない」とでもいうような感
覚が、彼らには身についているようにも思え
る。下平監督がミーティングで目標を伝えた
ときにも、「選手たちは戸惑うことなく、すん
なりと受け入れた様子だった」という。
　6年前、ブラジルで9度の優勝経 験を持
ち、“優勝請負人”の肩書きを引っさげてレ
イソルにやってきたジョルジ・ワグネルが、
ちょうどシーズン半ばに差し掛かった頃に
「みんな、『自分たちが優勝を口にする立場
ではない』と、“優勝”という言葉を口にす
るのが恥ずかしいと思っているようだが、そ
れは違う。優勝するためには、もっと口に出
して言っていかなければいけない」とチーム
に説いたことがある。また、2000年の2nd
ステージ最終戦で鹿島アントラーズに引き
分け、ステージ優勝を目前で逃した経験を
持っていた北嶋秀朗も、2011年の半ばに違
う観点から、優勝についてこう話していたこ
とがある。

「あの時は、またすぐに優勝争いができる
と思っていた。でもここに戻って来るまでに
11年かかった。タイトルを取れるチャンスは
そうあるものじゃない。『今年優勝ができな
かったら来年がある』ではなく、絶対にこの
チャンスを逃してはいけない」
　優勝も、勝点60も、ACL出場権獲得も、
結局は一戦一戦の積み重ねでしか達成でき
ない。したがって「目の前の試合を全力で戦
い、勝点を手にする」、そのスタンスを変え
る必要はない。事実、優勝経験者の1人であ
る栗澤も「優勝するために一番大切なこと
は、目の前の試合に勝つこと。それを間違え
てはいけない」と強調する。
　ただ、レイソルの歴史に燦然と輝く2011
年のリーグ制覇に貢献したジョルジと北嶋
の言葉は、現チームにも十分通ずる部分が
あるだろう。“優勝”を強く意識し、目標とし
て口に出していきながらも、レイソルは常に
目の前の試合をファイナルだと思って、これ
からのシーズンを戦っていく。

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！

【7/1より会員先行販売】8/5vs神戸戦、8/9vs鳥栖戦 チケット発売開始！
一般販売は【7/9より販売開始！】お早目にお買い求めください！

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。

目標を引き上げる

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


