
新たな目標、J1制覇へ
今日の勝利が道筋となる！
　明治安田生命J1リーグは折り返しである第
17節を迎える。開幕直後はつまづいたレイソル
だったが、直近10試合の9勝1分という好成績
によって現在は首位に立つ。前半戦最後の相
手は、昨年のJリーグチャンピオン・鹿島アント
ラーズ。1位と3位の上位直接対決だ。
　5月末、新たに大岩剛監督が就任したアント
ラーズは、第14節のサンフレッチェ広島戦（○3
−1）から、北海道コンサドーレ札幌（○3−0）、
アルビレックス新潟（○2−0）を下して3連勝と

調子を取り戻している。前節のアルビレックス戦
では、苦しい時間帯は無失点で耐え抜き、逆に
訪れたチャンスを確実に仕留めることで白星を
手にした。監督が替わろうともアントラーズの持
つ“勝負強さ”は健在。「チームのスタイルに大
きな変化はないが、外国籍選手が加わってより
強力になった」（大谷秀和）というように、昨季
の国内2冠に輝いたチームに、FWペドロ・ジュ
ニオール、MFレアンドロ、MFレオ・シルバが加
わり、総合力は増した。ただ、ヴァンフォーレ甲

府、コンサドーレと、この2試合で5バックを敷く
相手の守備陣形に苦しめられたレイソルにとっ
ては、「相手は4バックなのでスペースはできる
と思う」（中谷進之介）とプラス材料があり、同
時にアントラーズ攻略の糸口にもなりうる。
　2011年のJ1初優勝時、17節消化時点でのレ
イソルの勝点は34。2位での折り返しとなった。
今節、上位直接対決を制すれば当時の勝点を
超え、首位での折り返しとなる。タイトルへの道
筋を作るためにも、勝利を手にしたい。
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［監督］ 大岩 剛［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／柳沢 敦
コーチ／羽田 憲司
GKコーチ／古川 昌明
フィジカルコーチ／里内 猛

　今季、ヴィッセルから完全移籍。

シーズン序盤戦は本領発揮とはいか

なかったが、直近のコンサドーレ戦、

アルビレックス戦では2試合連続弾と

調子を上げている。特に前節のアルビ

レックス戦では先制点を奪っただけで

はなく、スピードを生かした前線から

のチェイシングで相手DFからボール

を奪い取って決定機を作り出したほ

か、75分にはスルーパスを通してレア

ンドロの追加点をアシスト。3連勝と、

好調のチームを牽引する存在だ。

鹿島／7FW ペドロ ジュニオールStop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年6月25日（第16節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 柏 34 16 11 1 4 10

 2 C大阪 32 16 9 5 2 16

 3 鹿島 30 15 10 0 5 7

 4 G大阪 29 15 8 5 2 15

 5 横浜FM 29 16 9 2 5 7

 6 川崎 26 15 7 5 3 7

 7 磐田 25 16 7 4 5 7

 8 ＦＣ東京 24 16 7 3 6 5

 9 浦和 23 15 7 2 6 14

10 鳥栖 23 16 6 5 5 0

11 神戸 23 16 7 2 7 0

12 仙台 21 16 6 3 7 -9

13 清水 18 16 4 6 6 -5

14 甲府 15 16 3 6 7 -8

15 大宮 14 16 4 2 10 -15

16 札幌 12 16 3 3 10 -13

17 広島 10 16 2 4 10 -14

18 新潟 8 16 2 2 12 -24

予想スターティングメンバー

2017.07.02 SUN 日立柏サッカー場 18：33 KICK OFF
マッチコミッショナー：倉田 泰明

アセッサー：小田川 正二
主審：佐藤 隆治／副審：名木 利幸、馬場 規／第4の審判：堀越 雅弘

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 ○2-1
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　　    鹿島アントラーズ
2017 明治安田生命J1リーグ 第17節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

1 GK クォン スンテ
3 DF 昌子 源 
4 MF レオ シルバ
5 DF 植田 直通 
6 MF 永木 亮太 
7 FW ペドロ ジュニオール
8 MF 土居 聖真 
9 FW 鈴木 優磨 
11 MF レアンドロ 
13 MF 中村 充孝
14 FW 金森 健志
15 DF 三竿 雄斗
16 DF 山本 脩斗 
17 DF ブエノ 
20 MF 三竿 健斗 
21 GK 曽ヶ端 準
22 DF 西 大伍 
23 DF 小田 逸稀
24 DF 伊東 幸敏
25 MF 遠藤 康
26 MF 久保田 和音
27 MF 梅鉢 貴秀
28 DF 町田 浩樹
29 GK 川俣 慎一郎
30 FW 安部 裕葵
33 MF 金崎 夢生 
36 MF 田中 稔也
40 MF 小笠原 満男 
※出場停止：なし



6月27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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6月27日時点でのデータ

柏レイソル VS 鹿島アントラーズ



FOCUS——前節の北海道コンサドーレ札幌戦は、相手
の5バックに苦しみながらも、最後に勝ち切りまし
た。ヴァンフォーレ甲府戦の課題を生かすことが
できましたか？

「シンプルにクロスを上げてみようとは思ってい
ましたが、相手 GKの守備範囲が広く、真ん中
にセンターバック3 枚が構えているので難しい試
合になりました。でもクリスからタケくん（武富）
に振って、折り返しを（中川）寛斗が狙ったり、
タニくん（大谷）が自分に合わせてくれたクロスも
GK にキャッチされましたが、何度かチャンスは
作れていたと思います。やっぱり全員で引くチー
ムを崩すのは簡単ではないです。ああいう相手
だと、ディエゴのように個の力で 1人を剥がせれ
ば相手も付きづらくなるので、的は絞りにくくな
りますね」
——今度の対戦相手の鹿島アントラーズは4バッ
クのチームです。

「スペースがあって1対 1なら、仕掛けてクロス
までいく自信はあります。そういう場面を多く
作って、チャンスを作っていきたいです」
——伊東選手はヴァンフォーレ時代からアント
ラーズ戦では結果を残しています。レイソルでも
昨季は1得点2アシスト。相手にすればサイドバッ
ク（SB）と1対1になる状況を作らせないようにして
くることが予想されます。

「アントラーズ戦の結果はたまたまです（笑）。
でもどこのチームもレイソルの右サイドを警戒し
ている気がするので、これまでとあまり変わらな
いと思います」
——右SBに小池選手がいることによって、サイド
攻撃のパターンも増えましたか？

「相手が 5 バックで、自分がウィングバックに捕
まっているときは、ちょっと中に入ってリュウ（小
池）をサイドハーフと1対 1にさせるようにはして
います。リュウもドリブルができるから、自分が
中に入って、リュウがサイドでフリーになってい
ればシン（中谷）がそこを見つけてパスを付けて、
高い位置で 1対 1を作れます。それは意識して
いますね」
——改めて、今節対戦するアントラーズの印象を
聞かせていただけますか？

「試合を見たのですが、やっぱり強い。ペドロ
（ジュニオール）やレオ・シルバが入って、去年よ
りもパワーアップした印象があります。特に前線
が強烈なので、全員で連動して守って、良い攻
撃につなげていく試合になると思います。去年ア
ウェーで勝った試合も、守備の時間が長かった
ですが、そこでうまくカウンターを出せたので、
今回もパスをつなぐだけじゃなくて、カウンター
やセットプレーが重要になると思います。理想は
アントラーズを押し込んで、サイドからクロスを
上げたり、中央のコンビネーションで崩す形を
作ることです。でも相手はかなり強いので拮抗
した展開になると予想しています」
——前半戦最後の試合で、首位と3位の直接対
決。“大一番”という位置付けで臨む試合になりそ
うですか？

「でも毎回毎回、大一番という意気込みでやっ
ているので…（笑）。1試合 1試合、みんなが大
切に戦えていると思います。勝ち始めてからは
失点もしなくなったし、去年のように簡単に失点
をしたり、崩れることがなくなりました。今は良
い守備ができて、それが良い攻撃にもつながっ

ていると思います」
——チームの目標は「優勝」ですが、伊東選手自
身が個人の目標に設定した「10得点・10アシスト」
については？

「チームが勝っているから数字が伸びなくても、
『まぁ、いいや』と思う部分と悔しい部分がありま
す（苦笑）。今は 2 得点・2アシスト、あと8 得点・
8アシストぐらいいかなきゃ…とは思いますね。で
も去年も、夏までは今と同じぐらいの数字だった
ので、今年もここから秋にかけて伸ばしていきた
いです。点を決めたいですが、まずは走って、勝っ
て、その結果として自分が取れれば最高です」
——今年の伊東選手は、昨季以上に走るように
なりました。攻撃面だけではなく、守備面でのプ
レスバックやランニングが目立ちます。

「それをしないと試合に出られないので（苦笑）。
開幕してから、2 試合スタメンから外れましたけ
ど、もうあんな悔しい思いをしたくないですから
ね。でもあのスタメン落ちがあったから今まで
以上に守備を意識するようになったし、走行距
離も1キロぐらい伸びました。守備もやって、な
おかつ攻撃で自分の特徴を出していきたいです。
自分はもっとやれると思っています」
——後半戦に向けての意気込みと、サポーター
へメッセージをお願いします。

「まずはチームが勝つことを最優先して、個人で
は得点とアシストを増やす。シーズンが終わった
ときに、チームとしても個人としても良い結果を
残せているようにしたいです。日立台の熱気は
すごいし、テンションが上がるので、前半戦最
後の試合に勝って、勝点 37に乗せて折り返した
いと思います」

伊東純也
14MF

プレイヤーズ
リコメンドソング

伊東選手が
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。
   17:13頃の予定です。

♬

Junya ITO



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。

大きな試合の前だから
こそ！景気良く浮かれて
踊って、リラックス〜♪
レイソルらしさ全開で
挑めば、今夜も絶対
勝てるはず。進み続
けるのだっ！

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！「ビーチサンダル」、
「タンブラー」、「リボンマグネット」が新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

ロコモコ
700円

リボンマグネット　¥1,944

❻「Labo Café×E・S・A」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A Jリーグ観戦 - - -
U18B Jリーグ観戦 - - -
U15 クラブユース関東 武蔵野シティ 10:00 NTT図南スパーグラウンド
U14 Jリーグ観戦 - - -
U13 Jリーグ観戦 - - -
U12 全少予選 舞浜FC/FCアミスター 9:00 柏
U11 葛飾招待 - 時間未定 葛飾奥戸総合スポーツセンター
U10 葛飾招待 - 時間未定 葛飾奥戸総合スポーツセンター

★7月2日（日） TR＝トレーニング、TM＝練習試合

節 試合日 キックオフ 対戦相手 会場

第1節 7月23日（日） 11:30 センアーノ神戸 前橋フットボールセンターB

第2節 7月24日（月） 11:30 ベガルタ仙台 NTT図南グラウンド

第3節 7月26日（水） 11:30 コンサドーレ札幌 前橋フットボールセンターC

★第41回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会
グループステージ試合日程

17時30分からピッチで『柏レイソルU-18＆U-15＆U-12壮行会』を実施します

ビーチサンダル　¥2,160

タンブラー（ボーダー／左、ハート／右）　各 ¥1,080
※上は展開図

ハンバーグととろ〜
り半熟卵の絶妙なコ
ンビネーションがや
みつきに！ こだわり
の自家製ダレがアク
セントになったロコ
モコ丼です。ぜひご
賞味ください！



　6月30日、キム・ボギョンがチームに合流
した。Kリーグもシーズン真っ只中、全北現
代でも試合に常時出場していたとあって「コ
ンディションはすごく良い」と下平隆宏監督
も状態の良さには太鼓判を押している。レイ
ソルで公式戦に出場できるのは7月30日の
ベガルタ仙台戦からとなるが、コンディショ
ンやフィットネスの部分が問題ないとなれ
ば、あとは戦術面やコンビネーションを１ヶ
月かけて高めていけばいい。
　桐畑和繁の誕生日を祝う場面が公開さ
れたレイソルの公式インスタグラムでは、早
くもチームに馴染んだ様子も見せている。
Jリーグでのプレー経 験も長く、大谷秀和
によれば「日本語も話せる」とのこと。アン
ダーの代表時代からのチームメートである
ユン・ソギョンもいるため、おそらくチームへ
のフィットは時間の問題だろう。
　練習前には加入会見を行い、その場でキ
ム・ボギョンは移籍の理由をこう語った。
「シーズン中の移籍なので、非常に大きな
決断だったんですが、レイソルが熱烈に自分
を必要としてくれたのが一番の決め手です。
あとはチームのビジョン、今のチームの順
位、チームの未来を考えたときに、自分がこ
の決断をしても後悔をしないだろうと思い、
移籍を決めました」
　レイソルがこのタイミングでキム・ボギョ
ンを獲得した理由としては、紛れもなく“攻

撃力の増幅”である。大分トリニータ時代、
セレッソ大阪時代のキム・ボギョンと対戦経
験を持ち、昨季はACLやFIFAクラブワール
ドカップで全北現代の試合を見ていた大谷
は「間で受けるのがうまくて、テクニックも
馬力も運動量ある選手」とスタイルを評す
る。さらに「トリニータ時代には、すごいの
を決められましたからね（笑）」と、2010年
の開幕戦でレイソルと対戦したときの鮮烈
なミドルシュートを取り上げ、彼の得点力の
高さにも言及した。“間で受ける”という部
分では、武富孝介や中川寛斗と通ずる面も
あるが、レイソルの現有戦力とは異なるテイ
ストを持つとあって、チームの攻撃がどう変
化していくのかが楽しみである。
　ただ、攻撃力が高ければ試合に出られる
のかと言われれば、決してそんなことはな
い。例えば、伊東純也は春先に一時スタメ
ン落ちを経験した。その原因は“守備”にあ
り、伊東曰く「攻撃に意識がいきすぎて、守
備が疎かになっていた」と自らのプレーを見
つめ直し、攻撃同様に守備も献身的にこな
した結果、彼は定位置を取り戻した。キム・
ボギョンにも間違いなく同じことが求められ
るだろう。実際に下平監督は「得点力だけ

では試合には出られない。うちでは守備力
も求めるので、そういうタスクをこなせるよ
うになってから」と、あくまでチームのスタイ
ルを貫く意向を示した。
　とはいえ、あの凄まじいハイプレスを繰り
広げる全北現代で、常時スタメンで試合に
出続けていただけあって適性は十分。むし
ろ、レイソルの攻撃力の増幅とともに、高い
位置からの守備の強度が高まる可能性すら
ある。
　そして、戦力の駒としてチーム力を向上さ
せることもさることながら、レベルの高い新
たな選手の加入は、周囲にも影響をもたら
す。ポジションを争うとみられる中川、武富、
伊東をはじめ、クリスティアーノ、大津祐樹、
ディエゴ・オリヴェイラ、ハモン・ロペスも多
大な刺激を受けて入ることだろう。チーム内
での競争が活性化すれば、レイソルのチー
ム力は必然的に向上の一途を辿る。6年ぶ
りにリーグタイトルを狙うレイソルに、キム・
ボギョンという楽しみなピースが加わった。

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！

【会員先行販売】8/5vs神戸戦、8/9vs鳥栖戦 チケット発売中！
  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。

キム・ボギョン加入

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


