
クリスティアーノが合流！
2nd開幕ダッシュの流れを作ろう！
　今週から明治安田生命J1リーグ2ndステージ
が開幕する。今季は中断期間がなく、通常のリー
グ戦同様1週間の準備期間を経て迎えることに
なるが、このステージが切り替わるタイミングで
レイソルに頼もしい仲間が加わった。6月22日に
ヴァンフォーレ甲府から移籍加入が発表された
クリスティアーノが今週から合流。半年前までと
もに戦った選手であるため、チームへのフィット
に問題は見当たらない。戦力がアップしたレイソ
ルは、気持ちも新たに2ndステージへ挑む。

　そして2ndステージ開幕戦の相手は、昨季の
レイソルを指揮した吉田達磨監督率いるアルビ
レックス新潟である。1stステージは13位に終
わったとはいえ、ラスト3試合は2勝1分と上り調
子にある。最終節のサガン鳥栖戦は、スコアの
うえでは1−0と僅差の勝利だったが、終始サガ
ンを押し込み、内容的にはアルビレックスの快勝
とも呼べる試合だった。また、第14節のベガルタ
仙台戦の2−4という敗戦を除けば、第11節以降
はわずかに失点1と守備の安定が際立つ。これら

の結果は、吉田監督のスタイルがチームに浸透し
ていることの表れだろう。
　レイソルの目標は2ndステージ優勝とACL出
場権獲得だ。ただ、それを達成するには目の前
の試合を全力で戦い、「その勝利一つ一つの積
み重ねがACLにつながる」（秋野央樹）のであ
る。まずは今週のアルビレックス戦に全身全霊
を懸けて戦い、2ndステージ開幕ダッシュの流れ
を作るべく、勝利をつかみ取る。
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［監督］ 吉田 達磨

1 GK 黒河 貴矢
2 DF 大野 和成
3 DF 増田 繁人
4 DF 舞行龍ジェームズ
5 DF 前野 貴徳
6 MF 小林 裕紀
7 DF コルテース
8 MF レオ シルバ
9 FW 山崎 亮平
10 FW ラファエル シルバ
11 FW 指宿 洋史
13 MF 加藤 大
14 FW 田中 達也
16 FW 平松 宗
17 MF 伊藤 優汰
18 MF 成岡 翔
19 FW 鈴木 武蔵
20 DF 林 裕煥
21 GK 守田 達弥
22 GK 川浪 吾郎
23 MF 酒井 宣福
24 DF 西村 竜馬
25 MF 小泉 慶
26 MF 端山 豪
27 DF 松原 健
28 DF 早川 史哉
29 MF 宮崎 幾笑
30 DF 長谷川 巧（2種）
31 GK 小澤 章人
32 FW カリウ
37 MF 野津田 岳人
41 MF 小塚 和季  
※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）
37 FW クリスティアーノ
※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

　2日前の大雪の影響で新潟での開催が困難になり、カシマスタジアムでの代替
開催となった2014年の最終節。他会場の結果を受けて、レイソルは2点差で勝
利すれば4位に順位を上げる一戦だった。この試合を迎えるまで6連勝と勢いに
乗るレイソルだったが、前半はアルビレックスのタイトなマークに苦しんだ。ネル
シーニョ監督の修正と、後半に工藤と
茨田を投入し、リズムを挙げたレイソ
ルは66分にレアンドロが待望の先制
を決める。そして迎えた後半アディショ
ナルタイム。CKのこぼれをレアンドロ
が折り返し、中央の鈴木が詰めて2点
目をゲット。7連勝を飾るとともに4位
に浮上。のちにガンバが天皇杯に優勝
し、レイソルのACL出場が叶った。

2014年12月8日（月）／カシマ
2014 J1 第34節　柏［2-0］新潟プレイバック＠新潟戦

J.League Division 1 / 1st Stage 順位表

2016年6月25日（第17節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 鹿島 39 17 12 3 2 19

2 川崎 38 17 11 5 1 18

3 浦和 33 17 10 3 4 10

4 広島 29 17 8 5 4 14

5 大宮 26 17 7 5 5 -1

6 大阪 24 17 7 3 7 2

7 柏 24 17 6 6 5 -1

8 磐田 23 17 6 5 6 -2

9 FC東京 23 17 6 5 6 -2

10 仙台 23 17 7 2 8 -5

11 横浜FM 22 17 6 4 7 2

12 神戸 20 17 5 5 7 -2

13 新潟 18 17 4 6 7 -6

14 名古屋 17 17 4 5 8 -5

15 鳥栖 17 17 4 5 8 -5

16 湘南 16 17 4 4 9 -9

17 甲府 15 17 3 6 8 -13

18 福岡 11 17 2 5 10 -14

VS

予想スターティングメンバー

2016.07.02 SAT 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：川北 信幸

アセッサー：片山 義継
主審：佐藤 隆治／副審：相楽 亨、山内 宏志／第4の審判：秋澤 昌治

KASHIWA REYSOL 2016 Game Schedule

※3回戦終了後、再度ドローを実施し、
ラウンド16（4回戦）以降の組み合わせを決定。

◆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） 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） 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 ●0-2
16 6月18日（土） 19:00 パロ瑞穂 名古屋グランパス △ 1-1
17 6月25日（土） 19:00 日立柏 湘南ベルマーレ △ 1-1

◆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

◆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 9月3日（土） － 日立柏 奈良県代表or京都府代表
3回戦 9月22日（木） － 日立柏 －

ラウンド16（4回戦）11月9日（水）、12日（土） － － －
準々決勝 12月24日（土） － － －
準決勝 12月29日（木） － － －
決勝 1月1日（日） － － －

◆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  アルビレックス新潟
2016 明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第1節

Staff
コーチ／片渕 浩一郎、北嶋 秀朗、
　　　　能仲 太司、渡邉 基治、
　　　　安田 好隆
GKコーチ／不老 伸行



6月27日時点でのデータ
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柏レイソル VS アルビレックス新潟
6月27日時点でのデータ

提供：データスタジアム



秋野央樹
——1st ステージを振り返ってどのような感想で
すか？

「個人的にはもっとできた、もっとやらなければ
いけないと思いました。チームの力になれた実
感もないですし、もっとチームに貢献できる選
手にならなければいけないと感じた1st ステー
ジでした。チームも途中で 5 連 勝しましたが、
僕はあまり試合に絡めませんでしたし、その 5
連勝も若いチームゆえの勢いで勝てたものだっ
たので、そこで負けたときに巻き返す力がまだ
付いていません。その力を付けていく必要性を
感じました」
——それらの反省を踏まえ、2ndステージで盛
り返すために必要なことは？

「試合の中では必ず良い時間帯があると思うんで
すが、まずその勢いがあるときに点を取りきるこ
と。それから劣勢になったときに耐え抜くこと。
それが今のチームに求められていて、その時間
帯をどうプレーしていくのかと考えれば、単純に
声を出すだけでも解決できる部分も多いと思い
ますし、個人個人の集中力や粘り強さをレベル
アップさせるべきだと思います。それプラス、チー
ムとしてシモさん（下平隆宏監督）がやりたいサッ
カーを体現しなければいけないのですが、まず
は個々のところの粘り強さ、湧き出てくる執着心
をもっと持つべきだと思います。途中で 5 連勝
をしたといっても、結局1st ステージは7位どま
り。最初の方に勝っていた試合でロスタイムに
追いつかれたことが 2 試合あり、そういう取りこ
ぼしももったいなかったです。2ndステージで
はそういう試合をなくし、5 連勝したときの勢い
を開幕から出して開幕ダッシュができるようにし

ていきたいです。僕たちには ACL 出場という目
標があります。サポーターも、前節のベルマー
レ戦でACLのコールをしてくれました。その目
標を達成するためには、まずは目の前の試合を
全力で勝ちにいく。その一つ一つの積み重ねが
ACL につながると思うので、そのためにもまず
は目の前の試合、今週のアルビレックス戦に全
力で戦って勝つことを、選手はもっと強く思わな
いといけないと思います」
——2ndステージ開 幕 戦の 相 手であるアルビ
レックス新潟とは、今年は 1st ステージとヤマ
ザキナビスコカップで対戦して1敗 1分です。ど
のような印象ですか？

「運動量があってアグレッシブなサッカーをして
くる。それプラス、中盤にはレオ・シルバがいます。
レオ・シルバは、自分の中では Jリーグで最高
のボランチだと思っていますし、あの選手と1st
ステージに対戦して、自分の中では「もっとうま
くならなければいけない」という欲を出させてく
れた選手なので、今回の対戦も楽しみにしてま
す」
——具体的にどのあたりのレベルアップが必要
だと感じましたか？

「レオ・シルバはどこから足が出てくるかわかり
ません。こっちが後ろ向きでボールをもらったら、
絶対に後ろから足が出てくるんじゃないかという
プレッシャーがすごいんです。もっと良いポジ
ショニングをして、もっと早い判断をする。トラッ
プしたボールの置く位置や、トラップからボール
を蹴るまでのモーションを速くしないと奪われて
しまいます。逆に、僕に食いついてくれる分、大
きなスペースが空くので、寄せをかわしてそのス

ペースを使えるぐらいになりたいですね」
——秋野選手の持ち味はパスや展開力ですが、
レオ・シルバ選手のような守備のプレッシャー
を相手の中盤に与えたいという気持ちは？

「もちろんあります。レオ・シルバぐらい相手選
手に脅威を与えられる守備ができればいいです。

「秋野がいるから前に行けない」と思わせて、そ
れでディフェンスラインを下がらせるぐらいのプ
レッシャーを与えられるぐらい守備もレベルアッ
プさせていければいいと思います」
——1st ステージの対戦でも聞かれたと思いま
すが、アルビレックスの監督は昨年のレイソル
の監督で、秋野選手はアカデミー時代にも指導
を受けた吉田達磨監督です。

「こちらの弱点を知っているでしょうし、逆に僕
たちもタツさん（吉田監督）のサッカーを知って
いるので、お互いの戦術がぶつかり合うのは楽
しみです。僕たちが成長していれば、タツさん
が考えてくる対策を超えられるでしょうし、前節
のベルマーレ戦でも知り合いの GKコーチに、
試合後に「アキ、良くなったね。曺監督も褒め
ていたよ」と言っていただきました。タツさんにも

「成長したな」と感じてもらえればいいですね」
——2ndステージへの意気込と、サポーターへ
のメッセージをお願いします。

「僕たちの目標は ACL 優 勝。それを達 成する
ためにもACL に出場しなければいけませんし、
ACL 出場権を取るためにも2ndステージ優勝を
目標にして戦います。1試合 1試合全力で戦いま
すので、2ndステージも熱い応援をお願いしま
す」

Hiroki 
AKINO17MF



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。

定価￥6,480（税込）のところ、
ヨネックスサンクスデー特別価格￥6,150（税込）！！

サイズ：S・M・L・O・XO　販売枚数：合計350着
※お一人様2着までの購入とさせて頂きます。 ※品切れの際はご容赦下さい。

※KASHIWA CIVIC PRIDE GATE横の特設ブースでの販売となります。
場内常設グッズ売店および場外オフィシャルショップ等での販売はございません
のでご注意下さい。

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 県リーグ vs暁星国際高校 15:30 白井運動公園
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 浦和トレセン招待 - - 荒川総合運動公園
U11 葛飾招待 - - 葛飾区総合スポーツセンター
U10 葛飾招待 - - 葛飾区総合スポーツセンター

◉7月2日（土）

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A プレミアリーグ vs清水エスパルス 16:00 日立柏サッカー場
U18B OFF - - -
U15 CY予選 vs鹿島アントラーズノルテ 11:00 群馬県立敷島公園サッカー場
U14 自主TR - - -
U13 OFF - - -
U12 関東大会予選 vsFCアクティブ柏 9:30 佐倉市岩名球技場
U11 葛飾招待 - - 葛飾区総合スポーツセンター
U10 葛飾招待 - - 葛飾区総合スポーツセンター

◉7月3日（日）

ヨネックスサンクスデー
 選手移動時着用レプリカポロシャツ販売！！

クリスおかえり記念☆
セカンドステージ初戦、
仕切りなおしちゃいましょ〜。
悪い流れは
きっちり断ち切って、
勝つぞレイソル！
いくぞACLっ！

❶鳥よし（カレー、唐揚げ、ピリ辛胡麻ダレと特製とりそぼろの冷やしタンタン麺 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（とりスタ丼、かき氷 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



6月22日に移籍加入が発表されたクリス
ティアーノが今週、日立台に帰ってきた。

初練習に加わる姿には全く違和感がなく、半
年前と変わっていない。シュート練習では相
変わらず強烈なひと振りでネットを揺らし、全
体練習終了後も、半年前と同じように体幹ト
レーニングを行う。見慣れた光景がそこには
あった。
　練習ウェアが昨シーズンと同じモデルと
いうこともあるのだろう。それにクリス自身が
「選手のことはほとんど知っている」と話す
ように、ほぼ全員が顔なじみのメンバーだ。
今季の新戦力の中でも、湯澤聖人は昨年の
キャンプや練習参加の際にともにプレーし、
伊東純也とはヴァンフォーレ甲府で伊東が特
別指定選手だったときから馴染みがある。半
年間チームを離れていただけに、多少戦術面
やチームの約束事を整理する部分はあるにし
ても、今回の移籍加入に関して本来外国籍選
手に必要な「適応期間」は全く必要ないと見
ていい。
　新たに選手が加わるということは、それだ
けポジション争いも熾烈になるのだが、同じ
攻撃陣の選手でさえ、クリスの移籍を喜び、
彼が加わることのメリットを挙げる。
「監督がクリスをどこで起用するかわかりま

せんが、もしサイドなら僕がもう少し中寄りで
プレーできると思いますし、僕も中の方が得
意なのでやりやすい。クリスのフィジカル的な
強さと決定力は、レイソルにいろいろなものを
もたらしてくれると思います」（武富孝介）
　同じグラウンドで、わずか数日だけプレー
をしたディエゴ・オリヴェイラも、早くも武富の
意見に近い考えを持つ。
「相手はクリスを封じようと対策をしてくる。
その分、相手のマークが分散されるので、自
分としてはやりやすくなると思っています。クリ
スが加入したことで、間違いなくチームの攻
撃力は増すでしょうね」（ディエゴ）
　1stステージでは前線の起点としてディエ
ゴが孤軍奮闘するケースも見られた。その起
点がクリスと二つになれば対戦相手も相当
嫌がるだろうし、ヴァンフォーレで7得点を挙
げたクリスと、レイソルでチーム最多の４ゴー
ルを挙げたディエゴのゴール量産だけでな
く、彼らに引き寄せられた相手守備陣の隙を
突き、武富、伊東、中川寛斗らがゴールに絡む
局面が増えるとなれば、そこには期待感しか
ない。
　ゴールという目に見えた部分だけではな
い。大谷秀和はクリス加入によりセットプ
レーの課題も改善の方向へ進むと見ている。

それは単にクリスが優秀なプレースキッカー
で、直接ゴールするシーンやアシストが増す
という意味合いのほか、セットプレーの守備
でも高さのあるクリスが入ることのメリットは
非常に大きいというのだ。また、栗澤僚一は
クリスの勝利に懸ける貪欲さに触れ、「1st
ステージはチームとして勝負弱い部分があっ
たから、クリスの勝利への執着心に若い選手
が引っ張られればいい」と、メンタリティーの
部分でもチームに変化をもたらすと話してい
る。
　下平隆宏監督は、冗談を交えてクリスを
“高級食材”と称した。食材そのものは一級
品。あとはシェフの調理法や味付け次第で
どのような料理にもできる。「コンディション
が良ければ（2ndステージの）頭から使いた
い」と起用に積極的な下平監督が、クリスの
力を最大限に引き出し、チームにどう組み込
むのかにも注目したい。
　柏への愛情を注ぎ、その人柄の良さによっ
てサポーターから絶大なる支持を受ける柏の
クリスティアーノが、2ndステージではレイソ
ルを数々の勝利へ導く。

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！

 7/13（水）vs広島戦、7/23（土）vsG大阪戦　チケット発売中！
 8/6（土）vs横浜戦　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
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
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

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
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

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。

おかえり、クリス


