
上昇気流に乗って
狙うは公式戦4連勝だ！
　ヤマザキナビスコカップはグループリーグの
折り返しとなる第4節を迎えた。レイソルはここ
まで1勝１敗1分の勝点4で3位につけているが、
今節の2位・川崎フロンターレとの直接対決に勝
利すれば順位が入れ替わるばかりか、他会場の
結果次第では暫定ながらグループ首位に立つ可
能性がある。決勝トーナメント進出へ向けて重
要な一戦を迎えた。
　対するフロンターレは、J1リーグ1stステージ
では無敗で首位を快走中だ。前節のFC東京戦

は二度のリードを奪われながら、終盤にFW大
久保嘉人、FW小林悠ら攻撃陣の連続得点で逆
転勝ちを収めるなど、開幕から続く勢いに翳り
は見られない。リーグ最多の18ゴールを叩き出
す攻撃力はヤマザキナビスコカップでも猛 威
を振るい、6日のグループステージ第3節アルビ
レックス新潟戦は、メンバーを大幅に入れ替え
た中で、昨季までレイソルに在籍していたMF狩
野健太の2ゴールを含む5−0の大勝を飾り、選
手層の厚さとチームのクオリティーの高さを誇示

した。
　ただ、「ガンバ戦の戦いができれば、そう簡
単には負けない。選手たちは手応えを掴んでい
る」（栗澤僚一）と、下平隆宏監督のサッカーが
形になり始めたレイソルは一時期の不振から脱
却し、公式戦3連勝と上昇気流に乗ろうとしてい
る。フロンターレの強力攻撃陣を封じて勝利を
挙げれば、決勝トーナメント進出はもとより、今
後の戦いに弾みがつくのは間違いない。狙うは
公式戦4連勝だ。
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川崎フロンターレ2016 J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP
Group Stage 4th Sec
2016.04.20 WED VS



［監督］ 風間 八宏

1 GK チョン　ソンリョン
2 DF 登里 享平
3 DF 奈良 竜樹
4 DF 井川 祐輔
5 MF 谷口 彰悟
6 MF 田坂 祐介
7 MF 橋本 晃司
8 DF 小宮山 尊信
9 FW 森本 貴幸 
10 MF 大島 僚太
11 FW 小林 悠
13 FW 大久保 嘉人
14 MF 中村 憲剛
15 MF 原川 力
16 MF 長谷川 竜也
17 DF 武岡 優斗
18 DF エウシーニョ
19 MF 森谷 賢太郎
20 DF 車屋 紳太郎
21 MF エドゥアルド ネット
22 MF 中野 嘉大
23 DF エドゥアルド
24 GK 安藤 駿介
25 MF 狩野 健太
26 MF 三好 康児
27 FW 大塚 翔平
28 DF 板倉 滉
29 GK 高木 駿
30 GK 新井 章太
※出場停止：なし

［監督］ 下平 隆宏

Staff
ヘッドコーチ／布部 陽功
コーチ／エジネウソン
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／川崎 英正、久野 智昭、
　　　　森 一哉、鬼木 達
GKコーチ／菊池 新吉

　グループステージ3試合を終えて2敗1分のレイソルは、負ければ決勝トーナメ
ント進出の望みが絶たれる状況下で、ホームにフロンターレを迎えた。前半から
攻撃のスピードが上がらず、イージーミスも目立つなど決して良い内容ではなかっ
たが、25分にCKから古賀のヘッドが決まって先制。一度は1−1のタイスコアに
持ち込まれたものの、44分にはポポの
30mの弾丸FKがネットを揺らして勝ち
越しに成功した。ハーフタイムの修正
を受けて、後半は菅沼と太田の両サイ
ドのスピードを生かしながら優位に試
合を運んでいくと、終盤にはまたしても
セットプレーから鎌田のダメ押し弾が
決まって3−1。予選突破への望みをつ
なぐ貴重な勝利を挙げた。

2008年5月25日（日）／柏の葉
2008 ヤマザキナビスコカップ予選リーグ第4節 柏［3-1］川崎プレイバック＠川崎戦

VS

予想スターティングメンバー

2016.04.20 WED 日立柏サッカー場 19：04 KICK OFF
マッチコミッショナー：中村 祐

アセッサー：大野 辰巳
主審：松尾 一／副審：岡野 宇広、堀越 雅弘／第4の審判：清水 勇人

KASHIWA REYSOL 2016 Game Schedule

※1：ACLによる　※2：（ACL決勝進出時）予備日11月22日（火） ※3：（ACL決
勝進出時）予備日11月30日（水）

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ ノックアウトステージ
◎準々決勝第1戦：8月31日（水）◎準々決勝第2戦：9月4日（日） ◎準決勝第1
戦：10月5日（水）◎準決勝第2戦：10月9日（日）◎決勝：10月15日（土）

◆チャンピオンシップ
◎1回戦：11月6日（日）◎準決勝：11月23日（水・祝）※2 ◎決勝第1戦：11月29日
（火）※3◎決勝第2戦：12月3日（土）

◆明治安田生命J1リーグ 1stステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月27日（土） 15:00 日立柏 浦和レッズ ●1-2
2 3月5日（土） 16:00 NACK 大宮アルディージャ ●0-2
3 3月12日（土） 18:30 日立柏 ジュビロ磐田 △ 2-2
4 3月19日（土） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 △ 2-2
5 4月2日（土） 15:00 ベアスタ サガン鳥栖 △ 1-1
6 4月10日（日） 19:00 日立柏 FC東京 ○1-0
7 4月15日（金）※ 1 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
8 4月24日（日） 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ
9 4月 30日（土） 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸

10 5月4日（水・祝） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府
11 5月8日（日） 13:00 日立柏 川崎フロンターレ
12 5月13日（金）※ 1 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島
13 5月21日（土） 15:00 日立柏 アビスパ福岡
14 5月29日（日） 13:00 日産ス 横浜F・マリノス
15 6月11日（土） － 日立柏 ベガルタ仙台
16 6月18日（土） － パロ瑞穂 名古屋グランパス
17 6月25日（土） － 日立柏 湘南ベルマーレ

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 3月23日（水） 19:00 レベスタ アビスパ福岡 △ 2-2
2 3月27日（日） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-1
3 4月6日（水） 19:30 ニッパ球 横浜 F・マリノス ○3-1
4 4月20日（水） 19:00 日立柏 川崎フロンターレ
5 5月18日（水） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟
7 6月5日（日） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖

◆明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 7月2日（土） － 日立柏 アルビレックス新潟
2 7月9日（土） － 埼玉 浦和レッズ
3 7月13日（水） － 日立柏 サンフレッチェ広島
4 7月17日（日） － 味スタ FC東京
5 7月23日（土） － 日立柏 ガンバ大阪
6 7月30日（土） － ヤマハ ジュビロ磐田
7 8月6日（土） － 日立柏 横浜F・マリノス
8 8月13日（土） － ユアスタ ベガルタ仙台
9 8月20日（土） － 日立柏 名古屋グランパス

10 8月27日（土） － 等々力 川崎フロンターレ
11 9月10日（土） － 日立柏 鹿島アントラーズ
12 9月17日（土） － 神戸ユ ヴィッセル神戸
13 9月25日（日） － 日立柏 ヴァンフォーレ甲府
14 10月1日（土） － BMWス 湘南ベルマーレ
15 10月22日（土） － 日立柏 サガン鳥栖
16 10月29日（土） － 日立柏 大宮アルディージャ
17 11月3日（木・祝） － レベスタ アビスパ福岡

2016 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ グループステージ 第4節

柏レイソル  川崎フロンターレ

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 鎌田 次郎
4 DF 中谷 進之介 
5 DF 増嶋 竜也 
6 DF 山中 亮輔
7 MF 大谷 秀和
8 MF 茨田 陽生
9 FW 田中 順也 
10 FW 大津 祐樹 
11 FW ディエゴ オリヴェイラ 
14 FW 伊東 純也
15 MF 武富 孝介 
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹 
18 FW エデルソン
19 MF 中川 寛斗
20 MF ジュリアーノ ミネイロ
21 DF 湯澤 聖人
22 DF 輪湖 直樹
23 GK 中村 航輔
25 MF 小林 祐介
26 MF 太田 徹郎
27 DF 今井 智基
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中山 雄太
30 MF 手塚 康平
31 FW 大島 康樹
32 GK 滝本 晴彦
33 MF 安西 海斗
34 FW ドゥドゥ
※出場停止：なし

2016Jリーグヤマザキナビスコカップ
予選リーグ順位表

2016年4月6日（第3節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 大宮 7 3 2 1 0 2

2 神戸 6 2 2 0 0 4

3 甲府 4 3 1 1 1 0

4 磐田 3 2 1 0 1 0

5 湘南 3 2 1 0 1 0

6 鹿島 3 3 1 0 2 -2

7 名古屋 0 3 0 0 3 -4

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 仙台 7 3 2 1 0 2

2 川崎 4 3 1 1 1 4

3 柏 4 3 1 1 1 1

4 福岡 4 2 1 1 0 1

5 新潟 3 3 1 0 2 -5

6 鳥栖 1 2 0 1 1 -1

7 横浜FM 1 2 0 1 1 -2

Bグループ

Aグループ



4月12日時点でのデータ
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※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。

許可無くその他の用途（転載・販売等）に使用することを禁止します。

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　
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MATCH ANALYSIS

ランキング

中村　憲剛

小林　悠 森本　貴幸

エウシーニョ 大久保　嘉人

森本　貴幸 狩野　健太

ゴール アシスト

大久保　嘉人 小林　悠
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田中　順也

山中　亮輔
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柏レイソル
Kashiwa Reysol
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4月20日　日立柏サッカー場
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1

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）
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※試合平均値。（）内はリーグ順位
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0
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柏レイソル VS 川崎フロンターレ
4月12日時点でのデータ

提供：データスタジアム



湯澤聖人
——プロデビューを飾った4月6日のヤマザキナ
ビスコカップ、横浜F・マリノス戦を振り返って
いただけますか？
「身体の疲れや、今まできつかったことを忘れて
しまうぐらい興奮する空間でした。試合前は、
個人的に調子が上がってきていましたし、『もし
かしたらチャンスをもらえるかもしれない』という
予感もあったので、シモさん（下平隆宏監督）か
ら『スタメンでいくぞ』と言われた時には『やって
やる』という気持ちしかありませんでした。でも
ずっと緊張していなかったのに試合直前に急に
緊張してしまって…。もっと早くに緊張しておけ
ばスムーズに入れたと思うんですが、いきなり緊
張したせいで立ち上がりは周りが見えなくなって
しまいました（苦笑）」
——後半は湯澤選手の持ち味が発揮されていま
した。
「前半は『もっとできるはずなのに』というもどか
しい気持ちがありました。でも途中から、『今の
自分が自分なんだ。アグレッシブに行こう』と切
り替えてから、徐々に持ち味を発揮できるように
なりました」
——プロの試合を経験したことで、あらためて感
じたことは？
「もっとできると感じたし、プレーの質を上げて
いけば得点にも絡んでいける手応えも感じまし
た。F・マリノス戦は感覚的には悪くなかったで
すし、守備面のポジショニングが整理できれば
問題ないと思いました。例えば後半にCKを取っ
たプレーに質が加われば、一発で得点に結びつ
くと思うので、そこは引き続き磨いていこうと思っ
ています。相手がレイソルのパス回しを警戒す

る分、サイドから見れば中央のマーキングがず
れていますし、相手は嫌がっていると感じてい
ます。そこで入れるクロス精度が上がれば間違
いなく得点につながる。日々の練習をしっかり
やっていれば試合に使ってもらえることがよくわ
かりましたし、技術的な部分でスムーズなプレー
ができれば、もっと特長を生かせるとシモさん
からもアドバイスをいただいています。技術面は
すぐに向上するものではないですが、コツコツ
積み上げていくつもりです」
——レイソルには湯澤選手と同年代の若い選手
が多いです。彼らの存在も刺激になっています
か？
「若手選手だけじゃなくても、年上の選手とのポ
ジション争いにも勝たなければ試合には出られ
ません。僕はあまり感情を表に出すタイプでは
ないですが、負けず嫌いは自分の特長なので、
どんな選手にも負けないという気持ちでやって
います」
——ヤマザキナビスコカップの川崎フロンター
レ戦を迎えます。フロンターレの印象は？
「個の能力が高い選手が絡み合って、組織でも
個でも打開できる攻撃力のあるチームですね。
今度の試合は、もしかしたらフロンターレにボー
ルを持たれる時間が長くなるかもしれませんが、
大学の時はどちらかというと守備からカウンター
に出る形を得意としていたので、自分としては相
手の攻撃に耐えることは問題ないです。レイソ
ルはセーフティーにボールをクリアするチームで
はないので、押し込まれた時に狙った通りのボー
ルの逃がし方ができれば、うまくカウンターに
出ていけると思います。攻撃力のある相手をしっ

かり押さえて前へ出て行くイメージを自分の中で
は描いています」
——個人的にもパス回しやビルドアップの戦術
理解は深まってきましたか？
「そうですね。入ったばかりの頃はリスクを冒さ
ずに前へ出ないで、カウンターになってスペース
がある時に一気に出て行くイメージでしたが、今
は徐々にラインを上げながら、相手の陣形を低
くさせるビルドアップができていますし、自分も
そこを高めたいという気持ちでレイソルに入りま
した。今、少しずつわかりかけてきたので、プレー
をしていて楽しいです」
——フロンターレ戦で出場のチャンスをもらえた
ら、今度はどのようなプレーを見せていきたい
ですか？
「まず対面の選手を塞いで、相手の上がりを抑
えながら、自分が高い位置を取って、攻め込ん
でいくのが理想です。あとは相手より攻守を早
く切り替えて、チャンスを極力与えないこと。自
分が出たら走力を求められるので、しっかりコ
ンディションを整えてやっていくつもりです。F・
マリノス戦以上のプレーを見せたいです」
——最後にサポーターへのメッセージをお願い
します。
「サポーターの後押しがあるからチームが乗って
いけるという感覚を持っています。その中でも日
立台の雰囲気は特別ですし、サポーターに勝利
を届けるためにも、毎試合勝って、一緒に笑顔
になれるようにチームとして頑張りますし、自分
は泥臭くプレーして勝利に貢献したいので、そこ
を是非見ていてください」

Masato 
YUZAWA21DF



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。

Tシャツ（サポーター）
¥3,132
サイズ：S、M、
L、LL

マルチケース
¥1,728

サイズ：約205×120mm

ペットボトル
ホルダー

¥1,620
サイズ：
約直径

70×190mm

ゴルフ
マーカー
¥1,296 
サイズ：
マーカー／直径約25mm
クリップ／約45×25mm

★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。

❶鳥よし（カレー、唐揚げ など）
❷ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❸ブラウンシュガー（牛タン丼弁当、焼きそば など）
❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド、チュロス など）
❺ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❻Labo Café × E･S･A（ぷるたま丼、クラムチャウダー など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（ペアリブ、必勝タンタン麺 など）
❽ボンベイ×日立台カリーぶ with Dudes（ジャンバラヤ・タコス など）
❾エフェケバブ（ドネルケバブ、もちもちポテト など）
❿海賊船（たこ焼き、勝ち盛りトンテキ丼）
⓫ブラウンシュガー（牛タン丼、ステーキプレート）
⓬日京クリエイト（油そば、牛カルビ丼 など）
⓭侍（かしわのからあげ、特製もつ煮込み など）
⓮ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種）
⓰D&C（十勝豚焼丼、横手やきそば など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾









❺

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 TR - 10:00 -
U18B TR - 10:00 -
U15 TR - 14:00 -
U14 TR - 14:00 -
U13 TM vsレイソル流山 12:00 柏
U12 TM vsともぞう 10:00 柏
U11 プレミアリーグ vsWings 14:00 柏
U10 TM vsWings 16:00 柏

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A プレミアリーグ vs青森山田高校 11:00 柏（スタジアム）
U18B TM vs桐光学園 14:30 柏
U15 関東リーグ vs東京ヴェルディ 15:30 よみうりランド
U14 メトロポリタンリーグ vs東京ヴェルディ 18:00 よみうりランド
U13 - - - -
U12 全少予選 vsFC八幡ビーバーズ 9:00 柏
U11 TM vs元石川 12:30 柏
U10 TR - 14:00 -

◉4月23日（土）

◉4月24日（日）

新商品情報！「Tシャツ」
 「マルチケース」などが新発売！

レイソル、
公式戦で連勝中！
熊本の震災がとても
大変なとき、だからこそ、
いま前向きにできることを。
明るい太陽が
日本中に届きますように。



先日のガンバ大阪戦終了後、発表された
トラッキングデータを見て「やっぱり」と

納得させられた。総走行距離12.451キロ、
スプリント回数34回。レイソル、ガンバの両
チームを通じて、その2つの項目で最高値を
残したのは中川寛斗だった。さらに総走行距
離に限れば、その前のFC東京戦でも中川は
12.793キロで、これまた両チームでトップの
数字を残している（ちなみにスプリント回数は
武富孝介に次ぐ2位）。U-18時代から、苦し
い時に流れを変えるのは、得てして中川のラ
ンニングやスペースへの飛び出しだったケー
スは多い。彼は当時からひと回りもふた回り
も成長を遂げ、トップチームでも頼りになる存
在へ変貌しようとしている。
　直近の公式戦3試合は、相手ボールになっ
た瞬間に中川が猛然と前線からプレスを仕
掛け、彼のそのチェイシングがレイソル全体の
守備のスイッチを入れる役割を果たしている。
ディエゴ・オリヴェイラはもともと献身的に守備
をこなす選手ではあるが、「中川はモビリティー
（機動性）がありますから、それに引っ張られ
てディエゴも良い守備をしているということで、
2人の関係性は高まっている」と下平隆宏監
督がお墨付きを与えるように、中川のプレーに
共鳴してディエゴの追い込みも、より機能して

いる。2試合連続無失点の要因として、前線2
人のチェイシングは語り落とせない。
　この守備のスイッチは、当然中盤から後ろ
にも大きな影響を及ぼしていく。
「ディエゴと中川を前に押し出せたので、そこ
で自分が見る相手やポジションがはっきりし
ましたし、プレスもかけられました」
　そう話す小林祐介が、遠藤保仁から何度
もインターセプトができたのは、中川とディエ
ゴにプレスをかけられた相手選手が遠藤に
パスをつける瞬間を狙っていたからだ。ボー
ルを運べてパスも出せる小林が前向きでボー
ルを奪い取れれば、レイソルは必然的に主導
権を握っていける。ましてやガンバのように、
チームの核である遠藤からのボール奪取と
なればなおさらだ。
　また、中川があれだけ高い位置で守備をこ
なすことは、ディエゴの守備の負担軽減にも
つながっている。守備で体力を使い過ぎず、
その分攻撃へ向けられる余力を残していたと
考えれば、ガンバ戦でのディエゴの決勝ゴー
ルは、間接的にではあるが中川の献身的な
姿勢が結果に結び付いたと考えられるので
はないか。
　もちろん守備だけでなく、攻撃の局面でも
中川のランニングがスペースを作り出し、味

方がプレーできるエリアを生み出す。中川が
相手の背後を狙い続けることで、ガンバのラ
インを押し下げ、レイソルの有利な展開へ転
がっていった。高いモビリティー（機動性）と
アジリティー（敏捷性）を兼備し、チームでも
屈指の戦術眼を持つ。そんな自らのストロン
グポイントをいかんなく発揮した中川は、紛れ
もなくガンバ戦ではマン・オブ・ザ・マッチ級
の働きを見せた。
　ただ、中川は勝利に貢献するパフォーマン
スを見せても、絶対に浮かれず、驕る様子な
ど微塵も見せない。貴重な同点弾を決めた
横浜F・マリノス戦では、試合後に「ゴールを
取って『よし』じゃなくて、ゴールを取らなかっ
た時の自分を考えて見つめ直すだけ。ゴール
は『入ったな』という感じで終わりにして、課
題にもっと目を向けたい」と言い、地に足を着
け、良かったプレーなど何処吹く風とばかり
に、その試合で浮かび上がった課題の方を見
つめ、さらなる成長を期した。
　多くの有望な若手選手を揃えるレイソルに
あって、中川寛斗もまた、チームの未来を担う
キーマンの1人である。

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！

 4/30（土）vs神戸戦、5/8（日）vs川崎戦、5/21（土）vs福岡戦　チケット発売中！
 5/18（水）ヤマザキナビスコカップvs新潟戦　チケット発売中！

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
常陽商事
田中動物病院
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

モン・シェフ
助川工務店
なつの製作所
柏市まちづくり公社
アクタス（細田観光）
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
風早レクトFC
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AA.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

Grace act
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（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
（医）宙麦会ひだクリニック
Dining Bar SHANTY
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
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
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
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。

中川寛斗のストロングポイント


