
苦しい今こそ一致団結
日立台から巻き返す！！
　7月の再開直後のJ1リーグ3連戦は1分け2敗
と、勝点1を加えるにとどまったレイソル。順位
は9位に転落したが、4位鹿島アントラーズ（勝
点27）から16位ヴァンフォーレ甲府（同18）ま
で9点差の間に13チームがひしめく混戦が続い
ている。今シーズン初の連敗を喫したレイソル
は、今日の勝利が絶対に必要だ。
　今季序盤から攻撃面のスタイルを確立させよう
とシステムを変え、メンバーを入れ替え、チャンス
の数は増えた。しかしゴール数は18。リーグ14位

と決して多くはない。一方で勝星のない14節以降
の4試合での失点は12。「安定している」と自信を
持っていたディフェンス力に陰りが見えている。
　今節、日立台に迎え入れる川崎フロンター
レはリーグ最多の得点力を誇る。得点ランキン
グトップのFW大久保嘉人（10点）、ランク5位
のFW小林悠（7点）と攻撃陣のタレントも豊富
だ。一方で失点も16と、1試合平均失点は1点以
下を切っている。しかも再開後の直近3試合は
すべて無失点。連戦で大味な試合が増えるな

か、集中力を切らさないゲームを見せ、順位を3
位に上げてきている。AFCチャンピオンズリー
グ（ACL）でも、日本勢で最も可能性を感じさせ
る戦いを見せていた手強い相手だ。
　いまいちばん乗っているフロンターレの勢い
をどのように止めるか。ホームで戦える利を最
大限に生かしたい。勝敗のカギを握るのは、こ
こ2試合で脆さを見せたレイソルのDF網をどこ
まで修正できるかだ。ネルシーニョ監督の手腕
と、選手たちの意地を見せて欲しい。
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［監督］ ネルシーニョ

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第18節

柏レイソル × 川崎フロンターレ
2014.08.02 SAT 日立柏サッカー場 19:03 KICK OFF

J.League Division 1 順位表

2014年7月27日（第17節）現在

　この対戦前の時点で勝ち点43と、開幕前に設定した『勝ち点45』まで“2”と
迫っていた。レイソルは、ACLのセパハン戦から中3日で、メンバーを大幅に入れ
替えてきた川崎を相手に躍動する。前半からの攻勢が実ったのは48分。李忠成
のボレーによる先制弾が口火となり、華々しいゴールショーが幕開ける。50分に
はショートカウンターから菅沼がニアサ
イドを射抜き、さらに72分には、右サ
イドのスペースを突いた永井のミドルレ
ンジのパスから、太田がGKとの1対1
を制して3点差、試合を決定付けた。そ
してトドメはFKのこぼれ球をアルセウ
が詰めて4-0とし、内容の伴った素晴ら
しい勝利で、目標の『勝ち点45』をクリ
アした。

プレイバック 川崎戦 2007年9月23日（日）／日立柏
2007 J1 第26節　柏［4-0］川崎

staff

コーチ／望月 達也
コーチ／川崎 英正
コーチ／久野 智昭
コーチ／森 一哉
コーチ／鬼木 達
GKコーチ／菊池 新吉

1 GK 杉山 力裕
2 DF 實藤 友紀 
3 DF 田中 裕介 
4 DF 井川 祐輔
5 DF ジェシ 
6 MF 山本 真希
7 DF 中澤 聡太
8 DF 小宮山 尊信
9 FW 森島 康仁
10 FW レナト
11 FW 小林 悠 
13 FW 大久保 嘉人 
14 MF 中村 憲剛 
15 MF 谷口 彰悟
16 MF 大島 僚太 
17 DF 武岡 優斗
18 MF 金久保 順
19 MF 森谷 賢太郎
20 DF 稲本 潤一 
21 GK 西部 洋平
22 DF 福森 晃斗
23 DF 登里 享平 
24 GK 安藤 駿介
25 DF 山越 享太郎
26 MF 可児 壮隆
27 FW 安 柄俊
30 GK 新井 章太
31 DF 車屋 紳太郎
34 MF パウリーニョ  
※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
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
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 
29 MF 中山 雄太（2種）
31 GK 中村 航輔
32 DF 中谷 進之介
33 DF 輪湖 直樹
34 FW 大島 康樹（2種）
35 MF 手塚 康平（2種）
36 FW 会津 雄生（2種）
37 MF 山本 健司（2種）
※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

［監督］ 風間 八宏

予想スターティングメンバー

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5日発表予定

○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 △2-2
YNC予選L第2節 4月 2日（水） 19:00 甲府 中銀スタ △1-1
J1第6節 4月6日（日） 15:00 C大阪 日立柏 ○2-1
J1第7節 4月11日（金） 19:00 川崎 等々力 △1-1
YNC予選L第3節 4月16日（水） 19:00 大宮 ＮＡＣＫ △1-1
J1第8節 4月19日（土） 15:00 横浜FM 日立柏 △0-0
J1第9節 4月26日（土） 13:00 浦和 日立柏 ○3-2
J1第10節 4月29日（祝･火） 16:00 G大阪 万博 ○2-1
J1第11節 5月3日（祝･土） 13:00 鹿島 日立柏 ○1-0
J1第12節 5月6日（祝･火） 15:00 鳥栖 ベアスタ ●0-1
J1第13節 5月10日（土） 19:00 新潟 日立柏 ○1-0
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ ●0-3
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏 ○1-0
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 ●0-1
YNC予選L第7節 6月1日（日） 15:00 徳島 日立柏 ○4-1
天皇杯2回戦 7月12日（土） 16:00 岡山N 日立柏 ○4-0
J1第15節 7月19日（土） 19:00 仙台 日立柏 △0-0
J1第16節 7月23日（水） 19:00 広島 Eスタ ●2-5
J1第17節 7月27日（日） 18:00 清水 アイスタ ●0-3
J1第18節 8月2日（土） 19:00 川崎 日立柏
SC※4 8月6日（水） 19:00 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） 19:00 千葉 日立柏
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
YNC準々決勝 第2戦 9月7日（日） 未定 未定 未定
天皇杯4回戦 9月10日（水） 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

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 浦和 36 17 11 3 3 13
2 鳥栖 34 17 11 1 5 12
3 川崎 33 17 10 3 4 14
4 鹿島 27 17 8 3 6 9
5 広島 27 17 7 6 4 5
6 神戸 25 17 6 7 4 4
7 FC東京 25 17 7 4 6 4
8 G大阪 24 17 7 3 7 5
9 柏 24 17 6 6 5 -4
10 横浜FM 23 17 6 5 6 4
11 新潟 22 17 5 7 5 -1
12 清水 21 17 6 3 8 -3
13 仙台 20 17 5 5 7 -12
14 名古屋 19 17 5 4 8 -6
15 C大阪 18 17 4 6 7 0
16 甲府 18 17 4 6 7 -5
17 大宮 15 17 3 6 8 -9
18 徳島 8 17 2 2 13 -30



̶̶川崎フロンターレの印象を教えてください。
「きれいにパスを回してくる相手で破壊力もあっ
て、チームとしてもいちばん勢いに乗っているチー
ムだと思います」
̶̶再開後の試合は4連勝中。勢いはありそう
です。関東のチームなので、ユース時代から顔を
合わせる機会も多かったのでしょうね。
「そうですね。フロンターレはいまでは小学生か
らチームがありますが、僕らのころは中学生から
しかなかった。でもそのころから多く対戦してい
ました」
̶̶気になる選手はいますか。

「大久保（嘉人）選手は10点、小林（悠）選手は7
点も取っているんですよね。攻撃陣に破壊力があ
るという点が気になります」
̶̶パスをつないでいくサッカーという点では、
風間監督の教えが行き届いてきたと。
「自分たちの思い通りにサッカーをやっていると
いう印象です。気持ちも乗っているっていうこと
なんだと思います」
̶̶レイソルの現状はどう感じていますか。
「前節の清水エスパルス戦も、その前のサンフ
レッチェ広島戦も悪くはなかったと思うんです。
エスパルス戦は点を取られるまでは良かったし、

サンフレッチェ戦も先制したあとにもう1点を獲
れるチャンスがあって、そこを決めていれば展開
はぜんぜん違ったものになったかもしれません。
点を取られてから崩れてしまって、難しい結果は
続いていますが、チャンスは作れていたので、必
要以上に落ち込むことではないと思っています」
̶̶勢いに乗っているフロンターレと、連敗中の
レイソルが戦う今節。試合のポイントはどこにな
るでしょうか。
「相手に先制点をとられて、さらに勢いづかせる
というのがいちばんやってはいけないことだと思
います。フロンターレは自分たちでパスを回して、
リズムよくやりたいと思っているはずなので、そ
うさせないようにすること。それができれば、相
手のリズムは悪くなってくる。まずは気持ちよく
やらせないということがいちばんですね」
̶̶中断期間中に攻撃陣の主力選手が移籍して
いきました。攻撃陣のメンバーとしてはチャンス
だという思いが強いのでしょうか。
「チャンスだし、いちばん感じているのはベンチ
から出ていく選手が流れを変えたり、結果を出し
てチームに勢いを与えないといけないんだという
ことです。リーグ優勝した2011年は途中交代の
選手がゴールを決めて勝っていました。そういう
勢いをチームに与えていきたいです」
●プロ2年目のシーズンを戦う木村裕選手。尊敬
する工藤選手について、自分自身のこれまでに
勝った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。

F O C U S木村裕

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★★
鳥よしのまかないカレー 2014 600円／［NEW］特
製鶏チャーシュー、味玉の冷やし鶏しおラーメン600
円／［NEW］美味しい冷やし白玉甘酒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

❼ITSブラジリアンバーベキュー
アルカトラ（牛サーロイン串）600円／必勝
祈願すし650円 など

❽インド料理印度亭
レイソルカリー600円／ハヤシライス650
円／カキ氷200円 など

❾TOTO'S CAFE
ロコモコ600円／ローストビーフライス600
円／パンケーキ600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／カツ丼（勝丼）750円／
キャンドルボーイ400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5本パック
500円／特製もつ煮込み350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。

❷鳥よし
冷やし鶏しおラーメン 600円
暑い夏の新メニュー、冷やし鶏しおラーメ
ンです。美味しい特製鶏チャーシュー、味
玉をトッピングしました！ SS席コンコース
で販売してお
ります。是非、
ご賞味くださ
い！

●毎年大人気の柏レイソルバージョンのトレー
ディングカードを通常1パック（5枚入り）324円
(税込)のところ、本日に限り、1パック300円（税
込）にて販売いたします。
●3パックまとめてご購入いただいたお客様を
対象に、選手直筆サイン入りカードなどが当たる
スピードくじを実施いたします。
［場所］ 
ヨネックスシート下 特設販売ブース
※当日は常設グッズ売店では販売を
行いません。
※ビジター自由席、ビジ
ター指定席のお客様、お
よびビジターグッズ着用
のお客様は、販売エリアに
入れませんので、予めご了
承下さい。
［時間］ 
開場～キックオフまで
※ただし商品がなくなり次第終
了とさせて頂きます。

2014Jリーグオフィシャルトレーディングカード
チームエディション・メモラビリア「柏レイソル」発売記念
『柏レイソルカードフェスタ』開催



起爆剤

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

　2試合で8失点、しかも前節の清水戦は内容的にも
評価すべき点が少なく、第14節甲府戦に並ぶ、今季の
ワーストマッチの1つだったと言っていいだろう。チー
ム状況は良いとは言えず、ショッキングな敗戦続き
で、自信を失いかけている選手もいるかもしれない。
　だが近年のレイソルは、仮に試合に出場している
選手のパフォーマンスが低下しても、他に起用され
た選手がそれ以上の活躍することで、こうした非常
事態を乗り越えてきた。結果的にそれが2010年の
J2優勝から続く、4年連続タイトルを勝ち取ってき
た要因である。では今回、このチーム状況を変える
可能性がある選手は誰か。その候補として挙がるの
が、秋野央樹、木村裕、小林祐介、2年目の若手選手
たちだ。彼らは3人で話し合ったというわけではない
にもかかわらず、「こういう時こそ、若手がチームを盛
り上げる」という共通した内容の発言をしている。
　清水戦で後半から起用された秋野は、期待に応え
るプレーができず、「もっともっとやらなければいけ
ない。最後に出したパス、ああいうプレーを増やし
ていきたい」と、前節の反省点を交えながら川崎戦
でのチャンスを虎視眈 と々窺う。
　木村は、「打った瞬間に決まったと思った」と振
り返る、前々節の広島戦で放った反転からの会心の
シュートこそ相手GKのファインセーブに阻まれた
が、徐々にゴールが近づいている予感はあるようだ。
「チームとしては厳しい状況だけど、僕たちにとっ
てはチャンス」とモチベーションが高く、今節のホー
ム日立台で“プロ初ゴール”を決める準備を着々と
進めている。

　5月に怪我人が続出した際、第13節の新潟戦で素
晴らしいパフォーマンスでチームの窮地を救った小
林は、「あの時とは状況は違うけど…」と前置きを
しながらも「新潟戦のように、またチームの力にな
りたい」と5月10日の再現をイメージしている。彼は
“持っている男”だけに、再びチームを救う活躍を
しても不思議はない。
　もちろん、この状況を変えたいと準備を進めてい
るのは若手だけではない。
「どれだけ強い気持ちを持って相手に奪いに行ける
か、競り合えるか。戦うことが大事」
　チーム最年長の栗澤僚一に、現状を変えるために
重要なことを聞くと、彼らしく淡 と々そう話してくれた。
中盤で黒子に徹し、相手への執拗なマーキングとセカ
ンドボールへの対応の早さで2011年のリーグ制覇時
には“陰のMVP”と称賛された栗澤らしい言葉だ。
　また、昨年のナビスコカップ決勝での右膝前十
字靱帯損傷という大怪我から復帰し、7月に入って
「プレーの感触が良い」と復帰秒読みの藤田優人
も、チームでは屈指の強いメンタリティーの持ち主。
「夏は好きなんで、今こそ試合に出たい」と、はやる
気持ちを抑えきれぬといった様子を見せる。
　現在のチーム状況は確かに厳しく、停滞感に捉わ
れている感も否めない。だが、この流れを変えたい
と、目を光らせる選手は大勢控えている。チームに
勢いを与える“起爆剤”になるのは、果たして誰か？

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。

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324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

勝てない辛さ、うまくいかないこと。全部
ピッチの上で晴らしてみんなで笑おう！

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！ 
8/6（水）vs ラヌス、8/16（土）vs 神戸、8/30（土）vs 甲府

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
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
ディーバ
明治安田生命保険相互会社 柏支社

あおば歯科
アクタス（細田観光）
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
柏エフォートフットボールクラブ

柏　王道家
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）
カレーの店 ボンベイ
北柏交通
木村ガラス
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）
新柏倉庫
スパークル企画
炭火串焼き　とり竹
炭火焼鳥　マルチョー
SEPT
創作料理　銀の趣
相鉄フレッサイン千葉柏

（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
はるみ鍼灸接骨院
パルシステム千葉
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

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。


