
REYSOL WINNING GUIDE

リーグ勝利でチームに勢い
 上を目指して突っ走れ！！
　前節、アウェイ徳島の地において、今シーズン
のリーグ戦初勝利を収めたレイソル。今節は大宮
アルディージャを日立台に迎えての対戦となる。
　ここまで大宮アルディージャは2勝2敗で、8位
につけている。開幕から連敗を喫してはいたが、
横浜F・マリノス（●0－2）、名古屋グランパス
（●1－2）と相手が悪かった。3節ではアウェイ
等々力で、川崎フロンターレ相手に4－3と打ち
合いを制して初勝利。さらに前節はホームでベガ
ルタ仙台相手に4－0と圧勝を飾っている。得点

9、失点7とゴールシーンの多いサッカーを展開し
ている点が今季の大宮の特筆すべき点だ。
　昨シーズン、開幕以降の快進撃で優勝争いに
も食い込んだが、ズデンコ・ベルデニック監督の
解任以降も混乱は収まらず、最終的には14位で
シーズンを終了した。今季からは埼玉出身の大熊
清監督を迎え入れ、「勝点53以上、ACL出場圏
内」を目標に掲げている。
　目標達成に向けて、MF家長昭博（マジョルカ
／スペイン）、DF中村北斗（FC東京）、FWラドン

チッチ（清水エスパルス）、さらに今週に入って、
増田誓志（蔚山現代／韓国）も加入など、即戦力
となる選手を含めた大量11人の補強に成功。こ
のうち家長、中村、ラドンチッチはレギュラーポジ
ションを勝ち取っている。3ゴールで勢いにのる
家長、サイドアタッカーのMF渡邉大剛、MFチョ・
ヨンチョルのスピードには警戒が必要だ。
　今日勝てば勝ち星が先行するレイソル。ここか
ら上昇気流に乗れるように、今日は内容と結果
が伴う試合を見せてほしい。
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［監督］ ネルシーニョ ［監督］ 大熊 清

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第5節

柏レイソル × 大宮アルディージャ
2014.03.29 SAT 日立柏サッカー場 15:03 KICK OFF

J.League Division 1 順位表

2014年3月23日（第4節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 鹿島 9 4 3 0 1 7
 2 C大阪 9 4 3 0 1 6
 3 横浜FM 9 4 3 0 1 5
 4 名古屋 9 4 3 0 1 2
 5 浦和 7 4 2 1 1 2
 6 新潟 7 4 2 1 1 0
 6 広島 7 4 2 1 1 0
 8 大宮 6 4 2 0 2 2
 9 鳥栖 6 4 2 0 2 2
10 柏 5 4 1 2 1 1
11 G大阪 5 4 1 2 1 1
12 神戸 5 4 1 2 1 0
13 甲府 5 4 1 2 1 -3
14 川崎 4 4 1 1 2 2
15 清水 4 4 1 1 2 -3
16 FC東京 2 4 0 2 2 -5
17 仙台 1 4 0 1 3 -7
18 徳島 0 4 0 0 4 -12

予想スターティングメンバー

マッチコミッショナー：大澤 隆
アセッサー：越山 賢一

主審：村上 伸次／副審：聳城 巧、高橋 佳久／第4の審判：竹田 和雄

　東日本大震災の影響で中断していたリーグ戦が再開。中断期の指宿キャンプ
で結果を残した酒井が右ＳＢに抜擢され、Ｊ１デビューを果たした。試合は大宮
にペースを握られる展開が続いたが、システムを４－４－２から４－２－３－１へ変
えた後半は流れが一変。茨田と大津が両ワイドに開いたことで相手のサイド攻撃
を遮断し、そこに酒井とＪ・ワグネルが
絡んで攻撃にも厚みが加わった。55
分、酒井からパスを受けた田中がミド
ルシュートを放つ。ＤＦに当たってコー
スが変わったシュートはＧＫに阻まれ
たものの、Ｌ・ドミンゲスが素早く詰め
て先制点を挙げた。チーム全体が集中
を切らさず、この１点を最後まで守り切
り、開幕から連勝を飾った。

プレイバック 大宮戦 2011年4月23日（土）／NACK
2011 J1 第7節　大宮［0-1］柏

staff

コーチ／渋谷 洋樹
コーチ／黒崎 久志
コーチ／海本 慶治
GKコーチ／白井 淳
フィジカルコーチ／生駒 武志

1 GK 北野 貴之
2 DF 菊地 光将 
3 DF 福田 俊介
4 MF 橋本 晃司
5 MF カルリーニョス
9 MF 曺 永哲
10 MF 渡邉 大剛
11 FW ズラタン 
14 DF 中村 北斗
15 MF 大山 啓輔
17  DF 高橋 祥平
18 MF 横山 知伸
20 FW ラドンチッチ
21 GK 江角 浩司
22 MF 和田 拓也
23 MF 金澤 慎
24 DF 高瀬 優孝
26 DF 村上 和弘 
27 DF 今井 智基 
28 FW 富山 貴光
29 DF 藤井 悠太
30 DF 渡部 大輔
31 GK 清水 慶記
32 FW 長谷川 悠
34 DF 片岡 洋介 
35 GK 川田 修平
38 MF 増田 誓志
39 MF 泉澤 仁
41 MF 家長 昭博  
※出場停止：なし

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 藤田 優人
3 DF 近藤 直也
4 DF 鈴木 大輔
5 DF 増嶋 竜也
7 MF 大谷 秀和
8 MF ハン グギョン
9 FW 工藤 壮人
10 MF レアンドロ ドミンゲス
11 FW レアンドロ
13 MF 高山 薫
14 MF 狩野 健太
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
18 FW 田中 順也
19 FW 木村 裕
20 MF 茨田 陽生
21 GK 菅野 孝憲
22 DF 橋本 和
23 DF 渡部 博文
25 MF 小林 祐介 
26 MF 太田 徹郎
27 DF キム チャンス
28 MF 栗澤 僚一
31 GK 中村 航輔
32 DF 中谷 進之介
33 DF 輪湖 直樹
※出場停止：なし

staff

ヘッドコーチ／井原 正巳
コーチ／布部 陽功
GKコーチ／アレックス
フィジカルコーチ／ピメンテウ

K ASHIWA REYSOL 2014 Game Schedule

※1：プレシーズンマッチ　※2：Jリーグディビジョン1　※3：Jリー
グヤマザキナビスコカップ　※4：スルガ銀行チャンピオンシップ
◎第23節以降の情報詳細は8月中旬発表予定

○1-1
5PK4

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
PSM※1 2月16日（日） 14:00 千葉 フクアリ
PSM 2月23日（日） 13:00 栃木 栃木グ ○2-0
J1※2第1節 3月 1日（土） 15:00 FC東京 日立柏 △1-1
J1第2節 3月8日（土） 15:00 神戸 ノエスタ △1-1
J1第3節 3月15日（土） 15:00 名古屋 日立柏 ●0-1
YNC※3予選L第1節 3月19日（水） 19:00 浦和 日立柏 ○2-1
J1第4節 3月23日（日） 14:00 徳島 鳴門大塚 ○2-0
J1第5節 3月29日（土） 15:00 大宮 日立柏
YNC予選L第2節 4月 2日（水） 19:00 甲府 中銀スタ
J1第6節 4月6日（日） 15:00 C大阪 日立柏
J1第7節 4月11日（金） 19:00 川崎 等々力
YNC予選L第3節 4月16日（水） 19:00 大宮 ＮＡＣＫ
J1第8節 4月19日（土） 15:00 横浜FM 日立柏
J1第9節 4月26日（土） 13:00 浦和 日立柏
J1第10節 4月29日（祝･火） 16:00 G大阪 万博
J1第11節 5月3日（祝･土） 13:00 鹿島 日立柏
J1第12節 5月6日（祝･火） 15:00 鳥栖 ベアスタ
J1第13節 5月10日（土） 19:00 新潟 日立柏
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏
YNC予選L第5節 5月24日（土）  試合なし  
YNC予選L第6節 5月28日（水） 19:00 名古屋 瑞穂陸
YNC予選L第7節 6月1日（日） 15:00 徳島 日立柏
天皇杯2回戦 7月12日（土） 未定 未定 未定
J1第15節 7月19日（土） 19:00 仙台 日立柏
J1第16節 7月23日（水） 19:00 広島 Eスタ
J1第17節 7月27日（日） 18:00 清水 アイスタ
J1第18節 8月2日（土） 19:00 川崎 日立柏
SC※4 8月6日（水） 未定 ラヌス 日立柏

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
J1第19節 8月9日（土） 19:00 横浜FM 日産ス
J1第20節 8月16日（土） 19:00 神戸 日立柏
天皇杯3回戦 8月20日（水） 未定 未定 未定
J1第21節 8月23日（土） 19:00 名古屋 豊田ス
J1第22節 8月30日（土） 19:00 甲府 日立柏
YNC準々決勝 第1戦 9月3日（水） 未定 未定 未定
天皇杯4回戦 9月6日（土）･7（日） 未定 未定 未定
YNC準々決勝 第2戦 9月7日（日） 未定 未定 未定
J1第23節 9月13日（土） 未定 C大阪 ヤンマー
J1第24節 9月20日（土） 未定 浦和 埼玉
J1第25節 9月23日（祝･火） 未定 鳥栖 日立柏
J1第26節 9月27日（土） 未定 FC東京 味スタ
J1第27節 10月5日（日） 未定 広島 日立柏
YNC準決勝 第1戦 10月9日（木） 未定 未定 未定
天皇杯準々決勝 10月11日（土）･12（日） 未定 未定 未定
YNC準決勝 第2戦 10月12日（日） 未定 未定 未定
J1第28節 10月18日（土） 未定 鹿島 カシマ
J1第29節 10月22日（水） 未定 G大阪 日立柏
J1第30節 10月26日（日） 未定 仙台 ユアスタ
J1第31節 11月2日（日） 未定 徳島 日立柏
YNC決勝戦 11月8日（土） 未定 未定 埼玉
J1第32節 11月22日（土） 未定 大宮 NACK
天皇杯準決勝 11月26日（水） 未定 未定 未定
J1第33節 11月29日（土） 未定 清水 日立柏
J1第34節 12月6日（土） 未定 新潟 デンカS
天皇杯決勝 12月13日（土） 未定 未定 未定



̶̶対戦相手の大宮アルディージャの印象を教え
てください。
「今シーズンに入って、まだ大宮の試合を見てない
ので、あまりよくはわからないんですよね」
̶̶清水エスパルスのFWだったラドンチッチ選
手がノヴァコヴィッチ選手と入れ替わりでやってき
ました。ズラタン選手はそのままでチョ・ヨンチョ
ル選手、渡邉大剛選手、家長昭博選手が攻撃に
絡んでくるといった感じでしょうか。
「ラドンチッチが入ったことで、前線に起点ができ
るので、そこでの戦い方が重要になってくるんだと
思います。去年の最終節、清水エスパルス戦で対

峙したときのイメージは悪くないので、ラドンチッ
チに対しては自分なりに対応できるんじゃないかと
思っています」
̶̶現状で3バックと4バックは、相手の攻撃陣
形によって変えている状況ですね。
「そうですね。でも実際のところ、昨シーズンも4
－4－2の相手に対して、うちが3バックで挑んだ
試合もあります。だから結果的に思うことは、3バッ
クでも攻撃のときは4バックで対応するという形
で割り切ってプレーできているし、どちらのシステ
ムでも問題ないということです。そして今シーズン
の3バックの試合に関しては、みんなの役割がはっ

きりしているので距離間もいい感じで保てている
なと思います」
̶̶大宮は新しく大熊清監督がやってきて、守備
をまず固めるのかと思ったのですが、攻撃的なチー
ムに変貌しています。
「セットプレーも多いけれど、サイドの選手がカギ
になっているように思います。ゴールシーンしか見
ていないので、何ともいえないのですが、サイド
で大剛さんが外に張っていて、中に入ればボール
によく触って前を向いていくイメージがあって、そ
こに今井がオーバーラップしていく。だから勢い
づかせると怖いチームだなと感じます」
̶̶川崎フロンターレには、等々力で4－3と競り
勝っていますから。
「それは本当に相当スゴイことだと思います。ラド
ンチッチも身体が大きい割には足元も上手い選手
なので、遠目からでもシュートをしっかり狙ってく
るし、ミドルも持っている。前節は家長も2点を
上げているし、怖いチームですね」
̶̶大宮アルディージャで、渡部選手と同じ87年
組というと長谷川悠選手（06－07柏レイソル在
籍）になりますね。
「特別指定で来たときには、長谷川がモンテディオ
山形に移籍していたので、その時は被ってないで
す。でもオレが初めてレイソルに練習参加したの
が高校時代（山形中央高）のことで、長谷川と一
緒に練習生として新潟キャンプに参加したんです。
意外と縁があるんですよ」
●13年元日の天皇杯決勝、今季初勝利のナビス
コカップ浦和レッズ戦のゴールも記憶に新しい渡
部選手。インタビューの全文はモバイルレイソルで。

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。

新商品発売のお知らせ

ターポリン
コインケース　
￥1,260
（税込）

BIGシュシュ
￥1,155（税込）

ヘアーリボン
￥840（税込）

G o o d s  I n f o r m a t i o n

F O C U S

●会場内グッズ売店、オンラインショップにて発売中！
・柏熱地帯下コンコース内グッズ売店
・メインスタンドコンコース内グッズ売店
・バックスタンド下グッズ売店
※アソシエイツ会員割引（5％引）がご利用頂けます。お会計時に会員証をご提示下さい。

●柏レイソル公式オンラインショップURL
　http://www.reysol-shop.jp/

23DF

渡部博文

その他、ヘアーゴム・ハートアクリルキーホルダーなども新発売！
是非場内グッズ売店へお立ち寄り下さい。
※記載されている金額は発売日から2014年3月31日までの金額となります。

❶D＆C！
横手焼きそば600円／焼き鳥4本セット
500円 など

❷鳥よし
まかないカレー2014 600円／とりピタサン
ド500円／とりの唐揚げ400円 など

❸ローソン
おにぎり、パン各種　100円～／アメリカン
ドッグ150円 など

❹モン.シェフ
揚げたこ焼き450円／生グレープフルーツ
チューハイ500円 など

❺13日京クリエイト
焼きそば500円／チャーマヨ丼500円／フ
ライドポテト300円／レイソルチャンピオン
バーガー 500円 など

❻ローソン
からあげクン250円／各種パン100円～ など

❼技の福兆・海鮮焼き
特製いか焼き500円／ホタテの殻焼き500
円／サザエの壷焼き600円 など

❽インド料理印度亭
レイソルカリー650円／カリージャンバラヤ
650円 など

★★❾TOTO'S CAFE★★
そーきソバ700円／バッタイ700円／グリー
ンカレー700円／ハーフ丼700円 など

10エフェケバブ
ケバブサンド500円／ケバブラップ700円 など

11海賊船
たこ焼き500円／牛すじ煮込み450円／牛
すじ煮込み丼650円 など

12ブラウンシュガー
牛タン丼850円／牛タンフランク400円 など

14侍
かしわのからあげ500円／焼き鳥6本パック
500円 など

15ローソン
おにぎり、パン各種100円～／からあげクン
250円 など

16ドミノ・ピザ
ピザ各種400円／フライドポテト300円／
ジューシーフライドチキン500円

17D&C!（ビジターエリア）
アルコール、ソフトドリンク各種
横手焼きそば600円／チキンカレー600円
／十勝豚焼600円 など

●各売店にてソフトドリンクとアルコールを
販売しております。

❾TOTO'S CAFE
ガパオごはんとタコライスのハーフ&ハーフ 700円
みんな大好き！ タイ料理から鶏肉を使っ
た「ガパオごはん」と沖縄の言わずと知れた
ソウルフード「タコライス」の人気メニュー
をハーフ&ハーフに！ 
いま話題のアジアン
フードを２つ一緒に
味わいませんか？

タオルマフラー（ベーシック） ￥1,575（税込）



U-18プレミアリーグ開幕

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
グーロクリエイト
グロー工業
JAちば東葛
常南通運
田中動物病院
野田小型運送
日立産機システム
ファッション市場　サンキ
文化工房
東京海上日動火災保険
相鉄フレッサイン千葉柏

ディーバ
カレーの店 ボンベイ
あおば歯科
アジアンダイニングルンビニ柏店
イー・エス・エージェンシー
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
大塚工務店
オランダ家新柏店
菓子工房　モン．シェフ
柏魚市場　
柏駅前通り商店街振興組合

柏　王道家
柏エフォートフットボールクラブ
柏市まちづくり公社
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
カナリーニョフットボールクラブ・
  カナクラーヴォフットボール
  クラブ（女子U-15）
北柏交通
木村ガラス
くいもの屋わん　柏東口店

（株）オーイズミフーズ
グリーンテック
京葉ガス
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（cycle24h）
スパークル企画
炭火串焼き　とり竹
炭火焼鳥　マルチョー
関防水工事

SEPT
創作料理　銀の趣
（医）宙麦会ひだクリニック
ダスキンベリエール
ダムフットボールクラブ
中国名菜　吉鳳園
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・ロータス東葛
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
ニッタクホーム
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
ベルクルール
穂高賃貸センター
ボックスウッド
桝田倉庫
ミツワ堂
みんなの歯科クリニック
明月苑

明治安田生命保険相互会社 柏支社
メディアーバー
八木歯科医院
ヤノハウスコート
リューセイ
ユニホームサービス
ワタベ塗工

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。

2014アソシエイツ会員募集中！！

柏レイソル公式ファンクラブ「アソシエイツ」で
は、2014年度の会員を募集しております。詳
細・お申込はレイソル公式HP（http://www.
reysol.co.jp）をご確認ください。本日の試合会
場アソシエイツブース（柏熱地帯スタンド下）で
もご入会いただけます。
◆ご継続の方は昨年11月に発送しております、
「継続のご案内」をご確認ください。

クラブ、選手、そして、
『あなた』の大きな力をひとつに。

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！

REYSOL Report

　今回はトップチームではなく、Ｕ－18について話を
したい。
　いよいよ４月から「高円宮杯Ｕ－18サッカーリー
グ　プレミアリーグ」が開幕する。プレミアリーグと
は、かつての高円宮杯全日本ユース選手権を再編し、
2011年から始まったユース年代による全国トップリー
グである。レイソルＵ－18は、昨年のプリンスリーグ
関東１部で２位となり、参入戦を勝ち抜いて今年から
このプレミアリーグに昇格した。
　全20チームを東西10チームずつに分けてホーム＆
アウェーのリーグ戦を行うこの大会。レイソルＵ－18
のいるプレミアリーグ・イーストの顔ぶれを見ると、昨
年度覇者の流通経済大柏高をはじめ、コンサドーレ札
幌Ｕ－18、青森山田高、JFAアカデミー福島、鹿島アン
トラーズユース、市立船橋高、東京ヴェルディユース、
三菱養和ＳＣ、清水エスパルスユースと、どこが優勝
してもおかしくはない強豪ばかりが名を連ねている。
　上記したチームはいずれも簡単な相手ではない
が、昇格初年度とはいえレイソルＵ－18も高い実力を
備え、十分に優勝を狙えるチームだということを強調
しておきたい。
　実は、近年のレイソルＵ－18には不思議な法則が
ある。工藤壮人、酒井宏樹（現ハノーファー96）をは
じめとしたクラブ史上最多となる６名のトップ昇格選
手を輩出した2008年の“黄金世代”、彼らの多くは
その前年の2007年の高校２年生時からレギュラーと
して活躍し、そのまま高校３年のチームへ継続して日
本クラブユース選手権準優勝、MIC国際大会３位、ビ
ジャレアル国際大会３位といった好成績を収めた。

　秋野央樹、木村裕、小林祐介、中村航輔、そこに
湘南に期限付き移籍中の中川寛斗を加え、“黄金世
代”に次ぐ５名のトップ昇格を果たした“プラチナ世
代”も同様だ。秋野は高校１年から試合に出場し、木
村、小林、中村、中川もまた、高校２年生時には確固
たるレギュラーの座を勝ち取り、2012年の日本クラブ
ユース選手権初優勝を成し遂げている。
　そして、昨年７月に中谷進之介とともにトップチー
ムに２種登録された現キャプテンの中山雄太を筆頭
に、タレントが揃う今年のレイソルＵ－18のメンバー
もほとんどの選手が昨年から公式戦で様々な経験を
積み、今年１月にはコパ・サンパウロに出場して海外
の強豪と対等に渡り合った。２年生の頃から主力とし
てプレーする彼らには2008年組や2012年組と通ず
るものがあり、事実チームを指揮する下平隆宏Ｕ－18
監督も「チームのベースは出来上がっている」と太鼓
判を押す。
　レイソルアカデミーのサッカーは、レイソルがクラ
ブとして目指す未来像が存分に投影されており、未来
を先取りするという意味でもプレミアリーグに挑むレ
イソルＵ－18の試合には一見の価値がある。プレミア
リーグはアカデミー用のグラウンドを使用するほか、
日立台のスタジアムで行われる試合もあるため、サ
ポーターにとって観戦のしやすい環境が整っている。
トップチームと同じ、『昇格初年度のリーグ制覇』と
いう歴史的偉業を、絶対に見逃してはならない。

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。

J's GOALのレイソル担当も務める。

公式携帯サイト「モバイル・レイソル」では、公式
WEBサイトとの連動コンテンツ、携帯オリジナル
コンテンツをお楽しみいただけます。
◎月額315円（税込み・通信料除く）
http://reysol.co.jp/

［mopita］http://mb.reysol.co.jp
［docomo SPモード］
 http://sp.reysol.co.jp

https://www.facebook.com/ReysolOfficial

https://twitter.com/Rey_kun

スマートフォンサイト

オフィシャルFacebookページ

レイくんTwitter

徳島で魅せたワタルのスーパーゴールに
敬礼っ！やっぱレイソルは…持ってる！

発行：（株）日立柏レイソル　制作協力：（株）文化工房　ライター：平山佳代、鈴木潤　オフィシャルフォトグラファー：飯村健司

チケット発売中！ 4/19（土）vs横浜F・マリノス戦、
4/26（土）vs浦和戦【アソシエイツ先行販売中・一般販売は4/13（日）10時～】


