
逆転優勝へ勝利がマストだ
立ち止まっていられない！
　ヴァンフォーレ甲府との前回対戦は明治安
田生命J1リーグ第15節。レイソルは9連勝を懸
けて臨んだが、分厚い守備を攻略しきれずにス
コアレスドローに終わり、連勝はストップした。
今回の対戦でも5−4−1の布陣を組むヴァン
フォーレの堅い守備をレイソルがどう打ち破る
かが最大の焦点となる。ただ、3ヶ月前と比較し
「全体の戦術的なコンビネーションも、個人も
レベルアップしています。攻撃力は増している
と思います」と下平隆宏監督は前回対戦時から

のチームの成長を感じている。8月以降、レイソ
ルが3得点以上を奪ったのは3試合。前節のFC
東京戦では武富孝介、伊東純也、クリスティアー
ノ、ハモン・ロペスの攻撃陣全員が得点に絡み、
左右、中央、そしてセットプレーと多彩な攻撃か
ら4得点を叩き出した。クリスティアーノは「ヴァ
ンフォーレの守備を崩すイメージはできている」
と古巣対戦へ向けて自信を抱く。
　警戒すべきはカウンターだ。前節、ヴァン
フォーレがリーグ最少失点を誇る横浜F・マリノ

スから奪った3得点は、FWドゥドゥとFWリンス
による縦への速い攻撃から生まれている。した
がって「ただ攻撃をするのではなく、全体のバラ
ンスを見て相手のカウンターに備える」（ユン・
ソギョン）というように、レイソルが攻撃の手を
強め得点を奪いにいくときにもリスク管理は徹
底したい。
　逆転優勝を狙うレイソルは勝ち続けるしかな
い。ここから先の戦いは全て、勝利が義務付け
られた“must win”の試合となる。

『DAZN』に加入して、クラブの強化費用に協力しよう！
加入はこちらから ▶▶▶ http://prf.hn/click/camref:1101l39gT
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［監督］ 吉田 達磨［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
15 MF キム ボギョン
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 
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
ヘッドコーチ／望月 達也
コーチ／堀井 岳也、涌井 秀人
GKコーチ／松下 太輔
フィジカルコーチ／谷 真一郎

　2014年、シーズン途中にレイソル

へ加入し、14試合で5得点をマークし

た。怒涛のラスト7連勝に貢献した気

鋭のアタッカーが、今度は対戦相手と

して立ちはだかる。大谷が「スピードが

あってドリブルがうまく、身体も強い」

とかつてのチームメートを警戒するよ

うに突破力は脅威だ。さらにシュート

力と得点感覚も兼備しており、前節は

リーグ最少失点を誇るF・マリノスを相

手に2得点を奪い、ヴァンフォーレに白

星をもたらした。

甲府／10FW ドゥドゥStop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年9月23日（第27節）現在

予想スターティングメンバー

2017.09.30 SAT 日立柏サッカー場 16：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：古田 篤良

アセッサー：柿花 和夫
主審：東城 穣／副審：山際 将史、馬場 規／第4の審判：河合 英治

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 ●2-3

◆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

◆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 ○2-0

ラウンド16（４回戦）9月20日（水） 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○3-2
準々決勝 10月25日（水）19:30 等々力 川崎フロンターレ -
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 ●1-2
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 △1-1
20 8月5日（土） 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 ○3-1
21 8月9日（水） 19:00 日立柏 サガン鳥栖 △0-0
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス ○4-1
23 8月19日（土) 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
24 8月26日（土） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 △1-1
25 9月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ ○2-1
26 9月16日（土） 19:00 日産ス 横浜F･マリノス △1-1
27 9月23日（土･祝）16:00 日立柏 FC東京 ○4-1
28 9月30日（土） 16:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土） 13:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土） 14:00 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） 16:00 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） 14:00 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日） 13:00 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） 14:00 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル  　     ヴァンフォーレ甲府
2017 明治安田生命J1リーグ 第28節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

1 GK 河田 晃兵 
2 MF 島川 俊郎
3 DF 畑尾 大翔 
4 DF 山本 英臣 
5 DF 新里 亮 
6 DF エデル リマ
7 MF 石原 克哉
8 MF 新井 涼平 
10 FW ドゥドゥ 
11 MF 堀米 勇輝 
13 FW 河本 明人
14 MF 田中 佑昌
15 MF 兵働 昭弘 
16 DF 松橋 優
17 DF 津田 琢磨
18 MF 道渕 諒平
19 MF 若杉 好輝
20 MF 黒木 聖仁
21 MF オリヴァー ボザニッチ
22 DF 小出 悠太
23 GK 岡 大生 
24 MF 曽根田 穣
25 FW 森 晃太
26 DF 熊谷 駿
27 DF 阿部 翔平 
28 MF 橋爪 勇樹
29 FW ビリー
30 MF 保坂 一成
31 GK 岡西 宏祐
32 DF 入間川 景太（2種）
33 GK 山内 康太（2種）
35 DF 高野 遼
39 FW リンス
40 MF 小椋 祥平  
※出場停止：なし

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 鹿島 61 27 20 1 6 20

 2 川崎 53 27 15 8 4 24

 3 柏 53 27 16 5 6 18

 4 C大阪 48 27 14 6 7 18

 5 横浜FM 48 27 14 6 7 10

 6 磐田 46 27 13 7 7 15

 7 浦和 41 27 12 5 10 11

 8 G大阪 40 27 11 7 9 11

 9 鳥栖 38 27 10 8 9 -1

10 神戸 37 27 11 4 12 -2

11 FC東京 36 27 10 6 11 -2

12 仙台 35 27 10 5 12 -9

13 清水 28 27 7 7 13 -14

14 札幌 27 27 7 6 14 -15

15 広島 26 27 6 8 13 -12

16 甲府 24 27 5 9 13 -14

17 大宮 21 27 5 6 16 -23

18 新潟 12 27 2 6 19 -35



9月25日時点でのデータ

(5) (18)
(4) (13)
(1) (9)
(6) (16)
(5) (11)
(10) (6)
(6) (10)
(5) (17)

PKから PKから

セットプレー直接から PKからセットプレー直接からセットプレーからドリブルからクロスからスルーパスから30m未満のパスから30m以上のパスからこぼれ球からその他 セットプレー直接から

セットプレーから 甲府 セットプレーから

ドリブルから 柏 ドリブルから

クロスから クロスから

スルーパスから スルーパスから

30m未満のパスから 30m未満のパスから

30m以上のパスから 30m以上のパスから

こぼれ球から こぼれ球から

その他 その他

他2名 他6名 他2名

→ →

→ →

→ →

→ →

→ →
他2ペア 他3ペア

※セットプレー除く

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。
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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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9月25日時点でのデータ

柏レイソル VS ヴァンフォーレ甲府



FOCUS——FC東京戦は攻守において狙いどおりの試合
運びができたのではないですか？

「そうですね。プレスに関してもポゼッションに
関しても我々が狙っている試合ができました。い
くつか危ない場面はありましたし、終盤にPKで
1失点しましたが、最後まで選手たちが集中を
切らさずに守れたことが 4-1という勝利につな
がったと思います」
——ユン選手は第22節の清水エスパルス戦から
６試合で連続スタメン出場です。出場機会を伸ば
している要因をどのように考えていますか？

「ケガからの復帰後は、プレーすればするほど
コンディションも上がり、自信も蘇ってきました。
左サイドで一緒にプレーするハモン（ロペス）の
存在も大きく、彼がいることによって自分の長所
を出せていますと思います。ハモンは攻撃で高
い能力を持っている選手ですので、私はハモン
が攻撃に専念できるように後ろからのサポート
を心がけています。さらにハモンは守備をしてく
れますし、特に我々がリードしているときには献
身的に守備をこなしてくれています」
——前半戦は伊東純也選手、小池龍太選手の右
サイドからの攻撃が中心でした。最近ではハモン
選手とユン選手の左サイドからの攻撃も武器にな
りつつある印象を受けます。

「私も前半戦を見ていて、レイソルは右サイドか
らの攻撃が強く活発だと思っていました。選手
の特徴もあると思いますが、ビルドアップも右
へ流れていく傾向にあったと思います。ただ、
ハモンが出始めてからは彼が 1対 1で突破でき
るので、それを周囲も認識し、左サイドにもボー
ルが流れていくようになりました。対戦相手に

よって戦術は変わりますが、自分が相手のサイ
ドハーフを引き出してハモンをフリーにしたり、
対戦相手によっては外に開いてウィングのような
位置に入ることもあります」
——9月25日には韓国代表に選出されました。感
想はいかがですか？

「昨年10月以来、約 1年ぶりの代表になります。
また代表に行けることになって光栄に思います。
チームで結果を残したことで選ばれたと思って
いるので、一緒にプレーしているチームメートに
感謝したいと思います」
——ユン選手にとっては新監督が就任してから初
めての代表です。今回の代表への意気込みは高
いのではないですか？

「監督が替わって代表チームのサッカー自体が
変わったと思います。シン・テヨン監督とは監督
としては一緒にプレーしていませんが、ウリ・シュ
ティーリケ前監督の下でコーチをしていました
し、戦術面で多くのアイデアを持っている方です。
私は気持ちを楽にして、今までやってきたことを
発揮するだけです」
——今節は代表戦前のリーグ戦で、相手はヴァン
フォーレ甲府です。印象は？

「私がケガから復帰して、レイソルで最初に出場
した相手が前半戦のヴァンフォーレ戦でした。
結果も0−0 でしたし、その時には守備を分厚
くしてカウンターを狙ってくるチームだと感じま
した。ただ、我々は東京戦でも4 得点を奪って
勝ちました。この良い雰囲気を継続してヴァン
フォーレ戦に臨めれば、相手の守備が堅くても
得点は生まれると思います」
——ヴァンフォーレの警戒すべき点は？

「カウンターには警戒しています。我々がボール
を失った瞬間が最も警戒すべき時だと思うので、
そこを逃さずに止めることができればと思ってい
ます。我々が攻撃している時間も、できるだけ
前線の選手が攻撃に専念できるようにして、た
だ攻撃をするのではなく全体のバランスを見て、
相手のカウンターに備えていけば防げると思い
ます。状況を見て、私も左サイドでは積極的に
攻撃へ参加していこうとは思っていますが、その
時は逆サイドのリュウ（小池）、ボランチのタニく
ん（大谷秀和）、（キム）ボギョン、（小林）祐介がリ
スク管理をしてくれるので問題はないと思ってい
ます」
——ピッチ上では日本語でのコミュニケーションも
問題はありませんか？

「練習中も試合中も話をしています。一番話をす
るのは（中山）雄太、ハモン、タニくんですが、
簡単な日本語ならば大丈夫ですし、雄太とハモ
ンとは英語を交えながらコミュニケーションを
取って確認しています」
——首位・鹿島アントラーズとの勝点差は8。残
り7試合に向けての豊富と、サポーターへのメッ
セージをお願いします。

「勝点差は 8 ですが、1試合 1試合最善を尽くして
良い試合ができれば十分逆転できる差だと思っ
ています。東京戦は満席の中、良い雰囲気で試
合ができたので 4−1と大差をつけることができ
ました。常に叱咤激励をしてくれるサポーターの
声が我々の力になっていますので、残り7 試合も
引き続き熱い声援を送っていただければと思い
ます。私も選手として、サポーターに少しでも楽
しみを与えられるように一生懸命頑張ります」

ユン ソギョン
3DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

ユン ソギョン選手が
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。
   14:40頃の予定です。

♬

YUN SukYoung



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。

絶好調！そして順位
も気になる！…と、つい
つい力み過ぎてしまい
がちな時期ですが、
レイソルらしく笑って！
今日も楽しんで勝ちま
しょうぞ☆

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！
もちもちポテト 600円
（トッピング＋200円）

❿「efeケバブ」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 12:00 -
U18B TR - 12:00 -
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TM レイソルTor 10:00 柏
U12 TR - 10:00 -
U11 TR - 10:00 -
U10 TM 川崎フロンターレ 12:00 等々力第一サッカー場

★9月30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 名古屋グランパス 10:00 柏
U18B TR - 10:00 -
U15 関東リーグ 横浜FC 15:00 柏
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 14:00 -
U12 全日本少年サッカー大会 - 11:00 柏
U11 TM アントラーズつくば 16:00 つくばアカデミーセンター
U10 TR - 15:00 -

★10月1日（日）

◎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！
「BENJAMINスマートフォンカバー」

「ステンレスボトル」「サークルポーチ」
 新発売！

Reysol Goods!

ステンレスボトル
¥3,024

見て楽しい！食べて美味
しい「もちもちポテト」
外はカリッと中はもちも
ち！冷凍じゃない特別な
ポテトを使い一つ一つが
揚げたてアツアツ。
プレーンのほか、Wチー
ズ・明太マヨのトッピング
もあります。

BENJAMIN スマートフォンカバー
¥3,564

サークルポーチ
¥2,052



　自らの誕生日に2得点を挙げる活躍を見
せ、武富孝介は大台の二桁得点にあと1点に
迫った。
　今季のシーズンスタート時、「背番号8」へ
の変更に伴い、得点数の目標を8得点に設
定。これまではロアッソ熊本時代に記録した
J2での14得点という成績こそあるものの、湘
南ベルマーレ時代の2013年とレイソルで昨
季に記録した3得点が彼にとってJ1のキャリ
アハイだった。その状況で設定した「8得点」
は、武富にとって思い切った数字でもあった
だろう。しかし第27節で早くも目標をクリアし
た。
　今季の武富は一体何が変わったのだろう
か。その点を下平隆宏監督に訊ねてみた。
「シュート練習に取り組む意欲、自分の課題
を見つけて取り組む意欲が向上しました。僕
は常々タケ（武富）にはもっと向上心を持っ
てやってほしいと思っていました。本当に高
い能力を持っている選手なので、もっと高い
ところ、例えば日本代表を目指してやってくれ
たらもっと伸びるのにと思い、そういう話を本
人にしたこともあります」
　普段の全 体練習終了後、武富は大津 祐
樹、中川寛斗、大島康樹らとともに居残りで
シュート練習に励んでいる。中央のコンビ
ネーション、角度をつけた位置、伊東純也、
今井智基、小池龍太のクロスからと、様々な
シチュエーションにおけるシュート練習を積

んできた。下平監督が「タケ本人の意識の変
化が結果に出ている」と言うとおり、得点量
産の背景には日々の地道な努力がある。
　意識が変わったきっかけはハモン・ロペス
の加入だった。鳴り物入りでベガルタ仙台か
ら加わったストライカーとのポジション争い
に勝つには、アタッカーならば目に見えた結
果、すなわち“得点”が必要となる。下平監督
が言うように、もともと持っている能力は高
い。アカデミー時代も、あの“ゴールデンエイ
ジ”と呼ばれた世代の中にあって、彼のセン
スは輝きを放っていた。クリスティアーノも昨
季と今季を比較し「タケの何が変わったと言
われれば、何も変わっていない。もともと彼は
良い選手」と能力の高さを賞賛している。クリ
スティアーノは攻撃面に限らず、守備での献
身性をはじめ、「上背はそこまでではないが、
チームで1、2を争うぐらい空中戦が強い」と
様々な点における武富の貢献度の高さを挙
げてくれた。ロアッソやベルマーレへの武者
修行で逞しく成長してレイソルへ帰ってきた
ことは周知の事実だが、意識の向上と地道
な練習によって、武富が元来持っている能力
がさらに引き出された……と、今季の活躍は
そんなところだろう。

　ここまで来れば、狙うは当然二桁得点だ。
武富はその意気込みを語る。
「残り7試合、チームのために、勝利のため
に頑張りながら二桁得点を取りたい。まず
は試合に出られるように競争をしっかりやっ
て、優勝するためにも一戦必勝で目の前の
ヴァンフォーレだけを見てやっていきます」
　今節は、大台の二桁得点に到達できるか
に注目が集まる。そして、奇しくも対戦相手の
指揮官は武富の“師”である吉田達磨監督
だ。「タツさん（吉田監督）にはよく叱られま
した（苦笑）」とアカデミー時代を回顧する武
富。それは決して謙遜ではなく、間違いなく
あの世代で最も吉田監督から叱咤されたの
は武富である。ただ、一方で吉田監督はアカ
デミー時代から武富のずば抜けたサッカー
センスを高く評価していた。
　ありきたりな言葉を使うと「恩返し弾」とな
る。かつての師に成長した姿を見せ、レイソ
ルの勝利に貢献する一撃で、自身初のJ1二
桁得点到達となるか。

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！

 10/29vs川崎戦、11/18vs磐田戦、12/2vs広島戦【会員先行販売中!】
【一般販売は、10/1〜開始！】チケットのご購入はお早目に！

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
柏市まちづくり公社
柏駅前通り商店街振興組合
流通サービス
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
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。

大台に王手！

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


