
相手の堅守を攻略して
J1ホーム通算150勝目を！
　現時点でJ1リーグ5位のレイソルと、首位に立
つ川崎フロンターレとは勝点差9の開きがある。
1stステージは残り3試合のため、フロンターレ
が今節引き分け以上ならばレイソルのステージ
優勝の可能性が潰えてしまう。だが年末のチャ
ンピオンシップ出場、さらにAFCチャンピオンズ
リーグ出場権獲得に向けては、決勝トーナメン
トに進出できなかったヤマザキナビスコカップ
敗戦のショックを引きずらず「リーグ戦に切り
替え、まずは残り3試合に勝つこと」（中谷進之

介）が求められる。
　ベガルタ仙台は、レイソル同様ヤマザキナビ
スコカップのグループステージ突破のチャンスを
生かせなかったとはいえ、リーグ戦では第13節
の湘南ベルマーレ戦（○1−0）、第14節のアルビ
レックス新潟戦（○4−2）と連勝中にあり、今季
初の3連勝を目指して日立台へ乗り込んでくる。
今年3月のヤマザキナビスコカップでの対戦でも
レイソルはベガルタの堅守に苦しみ、逆にカウン
ターから失点を喫した。完璧に相手の策略にハ

マった敗戦だった。
　これまでベガルタとの対戦では常にロースコ
アの拮抗した勝負を繰り広げてきたが、それは
今回も例外ではないだろう。田中順也は「相手
のブロックの前でパスを回すのではなく、いか
に裏を取れるか」と堅守攻略のポイントを挙げ
る。もしくは昨年の天皇杯準々決勝のクリスティ
アーノのFKによるハットトリックのように、セッ
トプレーが膠着した流れを打破するカギを握り
そうだ。

流山ホームタウンデー

305
Vol.

ベガルタ仙台2016 MEIJI YASUDA J1 League
1st Stage 15th Sec
2016.06.11 SAT

VS



［監督］ 渡邉 晋

1 GK 六反 勇治 
3 DF 渡部 博文 
4 DF 蜂須賀 孝治 
5 DF 石川 直樹
6 MF キム ミンテ 
7 MF 奥埜 博亮
8 MF 野沢 拓也
9 FW ウイルソン 
10 MF 梁 勇基
11 FW 金園 英学
13 DF 平岡 康裕 
14 MF 金久保 順 
17 MF 富田 晋伍 
18 MF 三田 啓貴 
19 MF 杉浦 恭平
20 MF ハモン ロペス 
21 GK 関 憲太郎
22 GK 石川 慧
23 DF 二見 宏志
24 MF 差波 優人
25 MF 菅井 直樹
26 MF 藤村 慶太
27 DF 大岩 一貴 
28 MF 佐々木 匠
29 MF 水野 晃樹 
30 FW 西村 拓真
31 MF 茂木 駿佑
32 DF 小島 雅也
33 DF 常田 克人
34 MF 椎橋 慧也
- GK 阿部 輝（2種）
- DF 榎本 滉大
- GK 田中 勘太
- GK 松浦 祥太郎（2種）  
※出場停止：なし

［監督］ 下平 隆宏

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
35 DF 古賀 太陽（2種）
※出場停止：なし
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

　ACLでの好発進とJ1リーグ開幕の快勝を経て、迎えたリーグ戦のホーム初
戦。「予想していたとおり」と吉田監督が振り返っ
たように、ベガルタの堅い守備に突破口を見出せ
ない展開となる。前半にセットプレーから先制を許
し、相手に主導権を握られかけた試合だったが、
後半になるとレイソルのパスの回りが格段に上が
り、徐々にベガルタを押し込んでいく。76分、ハモ
ン・ロペスの退場で数的有利を得たことも後押し
になった。攻撃の圧力が実ったのは試合終了間際
のアディショナルタイム。セットプレーのこぼれ球
を拾ったキムがゴール前へ折り返し。GKのファン
ブルを鈴木が詰めてタイスコアに持ち込み、辛くも
勝点1を手にして最悪の結果は免れた。

2015年3月13日（金）／日立台
2015 J1 1st 第2節　柏［1-1］仙台プレイバック＠仙台戦

J.League Division 1 / 1st Stage 順位表

2016年5月29日（第14節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1  川崎 31 14 9 4 1 14

2  鹿島 30 14 9 3 2 14

3  浦和 27 12 8 3 1 12

4  大宮 25 14 7 4 3 2

5  柏 22 14 6 4 4 1

6  広島 21 13 6 3 4 9

7  横浜FM 21 14 6 3 5 5

8  大阪 19 13 6 1 6 2

9  神戸 19 14 5 4 5 1

10  磐田 19 14 5 4 5 -4

11  FC東京 17 12 5 2 5 -2

12  仙台 17 14 5 2 7 -5

13  名古屋 15 14 4 3 7 -4

14  甲府 12 14 2 6 6 -10

15  鳥栖 11 14 2 5 7 -6

16 新潟 11 14 2 5 7 -8

17 湘南 11 14 3 2 9 -10

18 福岡 10 14 2 4 8 -11

VS

予想スターティングメンバー

2016.06.11 SAT 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：加藤 光雄

アセッサー：松崎 康弘
主審：ジャレッド ジレット／副審：八木 あかね、平間 亮／第4の審判：荒木 友輔

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 ○2-0
9 4月30日（土） 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸 ○2-0

10 5月4日（水・祝） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 ○2-0
11 5月8日（日） 13:00 日立柏 川崎フロンターレ ●1-3
12 5月13日（金）※ 1 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島 △ 0-0
13 5月21日（土） 15:00 日立柏 アビスパ福岡 ○3-2
14 5月29日（日） 13:00 日産ス 横浜F・マリノス ●0-3
15 6月11日（土） 19:00 日立柏 ベガルタ仙台
16 6月18日（土） 19:00 パロ瑞穂 名古屋グランパス
17 6月25日（土） 19:00 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 ○2-1
5 5月18日（水） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 ●1-2
7 6月5日（日） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 △ 1-1

◆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） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟
2 7月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ
3 7月13日（水） 19:00 日立柏 サンフレッチェ広島
4 7月17日（日） 19:00 味スタ FC東京
5 7月23日（土） 19:00 日立柏 ガンバ大阪
6 7月30日（土） 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田
7 8月6日（土） 19:00 日立柏 横浜F・マリノス
8 8月13日（土） 19:00 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

柏レイソル  ベガルタ仙台
2016 明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第15節

Staff
コーチ／福永 泰、小林 慶行
GKコーチ／石野 智顕
フィジカルコーチ／西形 浩和



6月4日時点でのデータ
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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

野沢　拓也

奥埜　博亮 ウイルソン

金久保　順 ハモン　ロペス

ウイルソン 六反　勇治

ゴール アシスト

渡部　博文 野沢　拓也

野沢　拓也 梁　勇基

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

ディエゴ　オリヴェイラ

秋野　央樹

1
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ゴール
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0

柏レイソル
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シュート

タックル

1.3 1.1
14.9
13.8

549.6
3.3

28.4
25.1

ゴール

ドリブル

クロス

ベガルタ仙台
Vegalta Sendai

レーダーチャート

1
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柏レイソル VS ベガルタ仙台
6月4日時点でのデータ

提供：データスタジアム



田中順也
——ナビスコカップで敗退してしまいましたが、
現在のチームの雰囲気はいかがですか？
「タイトルを狙っていたので多少なりとも喪失感
はあると思いますが、その分リーグ戦に懸ける
思いは強くなりましたし、今は試合まで1週間の
準備期間があるので問題なく切り替えはできる
と思います」
——田中選手は今季からレイソルに復帰しまし
た。自身のここまでのプレーについてはどのよう
に捉えていますか？
「まだ自分の力を発揮できていません。今、置
かれている課題をクリアして、積み上げている
段階です。今のレイソルのサッカーの中で自分
の生きる道を見つけようとする作業を、変わらず
にやり続けていくしかないですね（苦笑）」
——「自分の生きる道」を見つけるヒントはつか
みましたか？
「今はサイドハーフやウイングバックのようなポジ
ションで起用されています。あまり経験したこと
のないポジションなんですが、シモさん（下平
隆宏監督）とも話し合っていますし、『与えられた
ポジションを器用にこなしながら結果を残せば
いい』と言われているので、それは間違いないと
思っています。ただ、サポーターの方から『ゴー
ルを決めてほしい』という期待の大きさは感じて
いますし、自分も決めなければいけないとは思っ
ているので、チーム戦術のタスクをこなしなが
ら自分のストロングポイントをどのように発揮し
ていくかが現在の課題です。でもアルディージャ
との練習試合ではゴールに絡むことができまし
たし、バランスが取れてくるとうまく回ってくる
んじゃないかという気はしています。ポルトガル

に行って感じたんですが、向こうの人はどのポジ
ションを任されても質が高い。初めてのポジショ
ンで起用されても結果を残す。そういう選手は
実際にいるわけですから、僕も今の課題をクリ
アして早く折り合いをつけなければいけないで
す」
——以前レイソルに在籍していた時代から開幕
当初は出場機会が限られていても、徐々にポジ
ションを見つけて最後には結果を残してきまし
た。
「そうですね。1年通して良かったシーズンもあ
りましたけど、折り合いが合わない年の最初は
いつもダメでしたね。それは何年経っても僕の
大きな課題です（苦笑）」
——現在、チームは連勝中と比較して若干停滞
した感があります。その点については？
「対戦相手もうちのサッカーを研究してきている
なと思いますね。あとは一時期よりもプレスがか
からなくなっているのは、気候的に暑くなってき
たり、シーズンが進んできて選手に疲労が蓄積
し始めていることも影響していると思います。（中
川）寛斗は良いプレスをかけてくれているんです
が、周りがそれに続けていけないことがありま
す。そこはチームとしての課題なので、勝ち点を
積み上げていくためにはクリアしなければいけ
ない重要なポイントですね。最近は引いた相手
に苦しめられる試合も多くなっています。攻撃の
コンビネーションはヌノさん（布部陽功ヘッドコー
チ）の下でトレーニングを積んでいるので、これ
をやり続けていくしかないです」
——今節はベガルタ仙台と対戦します。印象は
いかがですか？

「“堅い相手”という印象です。ナビスコカップの
試合は、僕は中盤の右で出たのですが堅く守ら
れてしまいました。でもあの時はシモさんに替
わったばかりで、まだチームの戦術もはっきり
定まっていなかった時期。あの試合は僕がパス
を受けて、ディエゴとワンツーをして逆サイドに
振るか、自分が打つか、そこでの勝負に徹して
いた印象です。今回もうちがボールを持つ展開
になったとしたら、ブロックの前で回すのでは
なく相手の裏を取れるかが大事。ヴァンフォー
レ戦のように立ち上がりに先制点を奪えれば
こっちのペースになると思いますが、相手も割
り切って守ってきますから難しい試合になりそ
うです」
——昨年の天皇杯準々決勝では、クリスティアー
ノ選手の3本のFKでゴールを奪いました。堅い
ブロックを形成するチームに対しては、田中選
手の外から射抜く左足が鍵になるのでは？
「ただ、相手もそれを警戒しているのはすごく感
じるんです。相手に読まれた状況ではなく、意
表をつかないとミドルシュートはなかなか入らな
い。シュートは入ると思って打たなければ入りま
せんから、あまり細かいことを気にせず、多少
空気を読まずに打ってもいいかもしれませんね
（笑）」
——田中選手のゴールを期待しているサポー
ターも多いです。メッセージをお願いします。
「とにかく自分がゴールを決めてチームを勝たせ
たいという思いは持ち続けています。チーム戦
術のタスクをこなしながら、自分の持ち味を発
揮できるように、モチベーション高く頑張ってい
きます」

Junya 
TANAKA9FW



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。

リストバンド（背番号12）
¥864　サイズ：約 80×80mm

ハッピ
¥5,400
サイズ：フリー

★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。

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 - 14:00 -
U18B TR - 14:00 -
U15 TR - 14:00 -
U14 TR - 14:30 -
U13 関東リーグ vs前橋FC 13:00 前橋育英グラウンド
U12 OFF - - -
U11 TR - 12:00 -
U10 遠征 COPA FANA - 群馬遠征

◉6月11日（土）

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TM vs浦和レッズ 17:00 柏
U18B TM vs湘南ベルマーレ 11:00 柏
U15 関東リーグ vsFC東京むさし 16:00 東京学芸大学グラウンド
U14 メトロポリタン vsFC東京むさし 18:30 東京学芸大学グラウンド
U13 OFF - - -
U12 OFF - - -
U11 プレミアリーグ vsアーセナル市川 9:00 市川アーセナルグラウンド
U10 遠征 COPA FANA - 群馬遠征

◉6月12日（日）

新商品情報！「「コンフィットTシャツ」」
  「ハッピ」などが新発売！

たとえ関東が
梅雨に入っても、
レイソルは梅雨入り
しちゃいけません！
すっきり勝てない流れを
断ち切って、今日は
日立台で快勝だっ！

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（レイソルカリー、レイソルサワーなど）
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

コンフィットTシャツ（No.14）
¥4,104 ／ ¥4,320
サイズ：110、130、150 ／
S、M、L、LL



先日のサガン鳥栖戦の結果を受けて、栗
澤僚一は「今年は『ここ』という大事な

試合を落としている。まだまだ勝負強いチー
ムになっていない」と苦言を呈した。
　1stステージの優勝争いの大一番となっ
た第11節の川崎フロンターレ戦、ヤマザキナ
ビスコカップの決勝トーナメント進出が懸
かっていたグループステージ第5戦のアルビ
レックス新潟戦、そしてサガン戦が、栗澤の
指摘する「大事な試合」に該当する。そして栗
澤によれば、“勝負強さ”とは勝っていくこと
で養われていくものであり、技術・戦術という
よりはメンタリティーや自信が大きく影響して
いくというのだ。
　J1で優勝を成し遂げた2011年。終盤戦
の劇的な勝ち方を見れば、あのチームは逞し
いほどの勝負強さが備わっていた。ただし、そ
の勝負強さをシーズン開幕当初から備えてい
たのかと言われれば、必ずしもそうではない
だろう。好調時でもジュビロ磐田に大敗を喫
した。優勝争いのライバルであるガンバ大阪
にホーム＆アウェイとも敗れた。震災の影響
でレギュレーションが変更されたヤマザキナ
ビスコカップでも、ベガルタ仙台に試合終了
間際に痛恨の決勝弾を叩き込まれて1回戦で
姿を消した。極め付きは首位返り咲きのチャ

ンスを得ながら、平常心を保てずに大宮アル
ディージャのカウンターの餌食になった第27
節の惨敗である。優勝未経験のチームだか
らこそ垣間見せる幼さは確かにあった。
　夏場には勝利と敗戦を交互に繰り返す不
安定な時期も訪れた。当時、優勝するなどと
は微塵にも思われていなかったレイソルは、そ
のまま下降線に入ると思われていただろう。
　当時とは監督も選手も違う。サッカーのス
タイルも変わった。優勝した2011年と比較す
ること自体、ナンセンスかもしれない。しかし
見方を変えれば、あのシーズンと現在はいく
つかの共通点すら感じるのだ。
　今季は開幕当初は勝てない時期が続いた
ものの、下平隆宏監督が就任してからは成
績が安定し、4月から5月にかけては公式戦
7連勝を記録した。ただ、その勢いは徐々に
薄れ、現在は停滞期に入った感がある。そう
いう観点で2011年を見てみると、6月のジュ
ビロ戦の敗戦を機に首位快走の勢いが失わ
れ、夏場には勝ちきれない試合も目立つ不安
定な時期を迎えていた。そして、その停滞した
時期にヤマザキナビスコカップでの早期敗退
が決まった。夏場の失速によってリーグ順位
は4位まで沈んだが、今季はそれより1つ下の
5位に位置している。また、チームの平均年齢

や、「若手」という括りでは今年のチームの方
が間違いなく若い。だが2011年では優勝経
験を持つのはジョルジ・ワグネルのみで、チー
ム全体の経験値は高いとは言えなかった。
　2011年のチームが劇的に変貌を遂げた
のは夏を過ぎてからだ。連敗をせずに上位に
食らいつき、接戦をモノにすることで勝利に
対するメンタリティーが鍛え上げられていっ
た。勝負強さを身につけた要因として、栗澤も
「連敗しなかったこと」を挙げている。
　経験不足、勝負弱さの露呈…。今季、ここ
まで時折覗かせるそれらの課題は、これから
の戦い次第で十分に補えることを2011年の
レイソルがすでに実証している。幸い、今季も
ここまではまだリーグ戦で連敗はない。2ス
テージ制という違いこそあれ、1年でもっとも
厳しい時期とされる夏場の6月から8月にか
けた戦いの中で、今のチームもどれだけしぶ
とさを身につけ、粘り強く勝点を積み上げて
いけるか。
　これから先、夏場の戦いをタフに勝ち抜
いていければ、間違いなく今年のチームにも
“勝負強さ”が備わっていくはずである。

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！

  6/25（土）vs湘南戦、7/2（土）vs新潟戦　チケット発売中！
  7/13（水）vs広島戦【6/12（日）会員先行発売開始！！ 】6/19（日）一般販売開始！！

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
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。

勝負強いチームになるために


