
2011年以来の開幕連勝で
スタートダッシュを飾ろう！
　2月25日、明治安田生命J1リーグが開幕し
た。敵地ベアスタに乗り込んだレイソルは、前
半に先制点を奪われながらも、後半のクリス
ティアーノ、ディエゴ・オリヴェイラ、武富孝介
の得点で3−1と逆転勝利を飾り、幸先の良いス
タートを切った。
　迎えたホーム開幕戦、相手は昨季リーグ4位
のガンバ大阪だ。今オフに若干のメンバーの入
れ替えが行われたものの、中軸選手に大きな変
動はなく、依然として高いクオリティーを誇る。

ヴァンフォーレ甲府との開幕戦（△1−1）では相
手の粘り強い守備に遭い、一瞬の隙を突かれて
先制点を献上する苦しい展開へ持ち込まれた
が、土壇場の同点劇には“強者の風格”が感じ
られた。今節はACLの済州ユナイテッド戦（●1
−４）から中3日で迎える試合となるが、毎シーズ
ンACLを戦うガンバだからこそ、過密日程での
戦い方を熟知しているはず。むしろ、すでに公式
戦4試合を戦ったことで、試合勘・連携面が向上
している点を警戒しなければならない。

　昨季の対戦ではクリスティアーノのハットト
リックでガンバに競り勝った一方、同時にアデ
ミウソンに苦しめられた。レイソル守備陣は「相
手の攻撃を抑えれば、必ずFWが点を取ってくれ
る」（中谷）とサガン鳥栖戦で3得点を奪った攻
撃陣に絶大な信頼を寄せる。今年チームが取り
組んでいる守備強化の成果がピッチ上で発揮さ
れれば、自ずと結果はついてくるだろう。
　優勝した2011年以来の開幕連勝を飾り、上
位進出への足固めといきたい。
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1	 GK	 東口	順昭
2	 DF	 三浦	弦太
3	 DF	 ファビオ
4	 DF	 藤春	廣輝
5	 DF	 丹羽	大輝
6	 DF	 金	正也
7	 MF	 遠藤	保仁
8	 MF	 井手口	陽介
9	 FW	 アデミウソン
10	 MF	 倉田	秋
13	 FW	 呉屋	大翔
14	 DF	 米倉	恒貴
15	 MF	 今野	泰幸
16	 GK	 田尻	健
18	 GK	 藤ヶ谷	陽介
19	 GK	 鈴木	椋大
20	 FW	 長沢	駿
22	 DF	 オ	ジェソク
23	 MF	 中原	彰吾
24	 MF	 井出	遥也
25	 MF	 藤本	淳吾
26	 MF	 妹尾	直哉
27	 MF	 森	勇人
28	 MF	 嫁阪	翔太
29	 FW	 郡	大夢
30	 FW	 平尾	壮
31	 GK	 林	瑞輝
32	 DF	 野田	裕喜
33	 FW	 一美	和成
34	 MF	 高	宇洋
35	 DF	 初瀬	亮
36	 MF	 市丸	瑞希
37	 FW	 髙木	彰人
38	 MF	 堂安	律
39	 MF	 泉澤	仁
40	 FW	 食野	亮太郎
41	 GK	 谷	晃生（2種）
42	 DF	 ペ	スヨン
43	 MF	 梅津	克貴（2種）
44	 MF	 髙江	麗央
45	 DF	 足立	丈英（2種）
46	 DF	 臼井	貫太（2種）
47	 DF	 奥井	大貴（2種）
48	 DF	 岸田	悠佑（2種）
49	 MF	 芝本	蓮（2種）
50	 FW	 白井	陽斗（2種）
51	 DF	 中島	大雅（2種）
52	 MF	 山下	諒（2種）	
※出場停止：なし

［監督］	長谷川	健太［監督］	下平	隆宏

1	 GK	 桐畑	和繁
2	 DF	 鎌田	次郎
3	 DF	 ユン	ソギョン
4	 DF	 中谷	進之介
5	 DF	 中山	雄太
6	 MF	 小林	祐介
7	 MF	 大谷	秀和
8	 MF	 武富	孝介
9	 FW	 クリスティアーノ
10	 FW	 大津	祐樹
11	 FW	 ディエゴ	オリヴェイラ
13	 DF	 小池	龍太
14	 FW	 伊東	純也
16	 GK	 滝本	晴彦
17	 MF	 手塚	康平
18	 FW	 ドゥドゥ
19	 MF	 中川	寛斗
20	 FW	 ハモン	ロペス
21	 DF	 橋口	拓哉
22	 DF	 輪湖	直樹
23	 GK	 中村	航輔
24	 FW	 大島	康樹
25	 MF	 安西	海斗
26	 DF	 古賀	太陽
27	 DF	 今井	智基
28	 MF	 栗澤	僚一
29	 DF	 中川	創（2種）
30	 GK	 猿田	遥己（2種）
※出場停止：なし

Staff
ヘッドコーチ／岩瀬	健
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

　優れたテクニックと高い攻撃セン

スを兼備し、前線で起点を作って攻

撃を牽引する。開幕戦のヴァンフォー

レ戦ではノーゴールに終わったが、

直近のACL済州ユナイテッド戦では

ゴールを決め、徐々に調子を上げて

きた。また、昨季の対戦では「やられ

た印象がある」と振り返る中谷は、今

回の対戦でも「アデミウソンに人が

集まると他の選手がフリーになって

しまう。アデミウソンをどれだけ抑え

られるか」と警戒を強めている。

G大阪／ 9FW  アデミウソンStop the Key Player

J.League Division 1 順位表

2017年2月16日（第1節）現在

順位	 チーム	 勝点	 試合	 勝	 引分	 敗	 得失点差

	1	 柏	 3	 1	 1	 0	 0	 2

	2	 川崎	 3	 1	 1	 0	 0	 2

	3	 横浜FM	 3	 1	 1	 0	 0	 1

	4	 神戸	 3	 1	 1	 0	 0	 1

	 -	 仙台	 3	 1	 1	 0	 0	 1

	 -	 FC東京	 3	 1	 1	 0	 0	 1

	7	 新潟	 1	 1	 0	 1	 0	 0

	 -	 広島	 1	 1	 0	 1	 0	 0

	 -	 甲府	 1	 1	 0	 1	 0	 0

	 -	 G大阪	 1	 1	 0	 1	 0	 0

11	 C大阪	 1	 1	 0	 1	 0	 0

	 -	 磐田	 1	 1	 0	 1	 0	 0

13	 浦和	 0	 1	 0	 0	 1	 -1

14	 清水	 0	 1	 0	 0	 1	 -1

	 -	 鹿島	 0	 1	 0	 0	 1	 -1

	 -	 札幌	 0	 1	 0	 0	 1	 -1

17	 鳥栖	 0	 1	 0	 0	 1	 -2

18	 大宮	 0	 1	 0	 0	 1	 -2

予想スターティングメンバー

2017.03.05 SUN 日立柏サッカー場 15：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：吉見 章

アセッサー：森津 陽太郎
主審：木村 博之／副審：作本 貴典、小椋 剛／第4の審判：三上 正一郎

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

◇グループ分け	 Aグループ▷	柏、札幌、仙台、大宮、FC東京、清水、磐田
	 Bグループ▷	新潟、横浜FM、甲府、C大阪、広島、神戸、鳥栖
◎プレーオフステージ
※Aグループ2位vsBグループ3位、Bグループ2位vsAグループ3位が対戦。
勝者2チームがノックアウトステージに進出

第1戦：6月28日（水）、第2戦：7月26日（水）
◎ノックアウトステージ
【準々決勝】第1戦：8月30日（水）、第2戦：9月3日（日）
【準決勝】第1戦：10月4日（水）、第2戦：10月8日（日）	【決勝】調整中

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月25日（土） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 ○2-1
2 3月5日（日） 15:00 日立柏 ガンバ大阪 -
3 3月10日（金） 19:00 等々力 川崎フロンターレ -
4 3月18日（土） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 -
5 4月1日（土） 14:00 Eスタ サンフレッチェ広島 -
6 4月8日（土） 15:00 日立柏 清水エスパルス -
7 4月16日（日） 16:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 -
8 4月22日（土） 15:00 日立柏 横浜F･マリノス -
9 4月30日（日） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 -
10 5月6日（土） 14:00 日立柏 セレッソ大阪 -
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 -
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 -
13 5月27日（土） 15:00 日立柏 大宮アルディージャ -
14 6月4日（日） 19:00 日立柏 浦和レッズ -
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 -
16 6月25日（日） 19:00 日立柏 北海道コンサドーレ札幌 -
17 7月2日（日） 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ -

◆YBCルヴァン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15日（水） 19:00 日立柏 清水エスパルス -
2 4月12日（水） 19:00 NACK 大宮アルディージャ -
4 5月3日（水･祝）15:00 日立柏 ジュビロ磐田 -
5 5月10日（水） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 -
6 5月24日（水） 19:00 日立柏 FC東京 -
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -

※1：ガンバ大阪がACL準々決勝に進出した場合、8月18日（金）に変更となる可能性有。※2：浦和レッズがACL準々決勝に進出した場合、9月8日（金）に変更となる可能性有。※3：鹿島アントラーズがACL決勝
に進出した場合、11月5日（日）または11月29日（水）に変更となる可能性有。※4：後半日程は遅くとも7月中旬までに発表予定です。後半日程のキックオフ時刻およびテレビ放送については7月中旬発表予定。

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
18 7月8日（土） 19:00 金鳥スタ セレッソ大阪 -
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 -
20 8月5日（土） 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 -
21 8月9日（水） 19:00 日立柏 サガン鳥栖 -
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス -
23 8月19日（土)or20日（日）※1 ※4 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） ※4 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土）or10日（日）※2 ※4 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土）or17日（日） ※4 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝） ※4 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土）or10月1日（日） ※4 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土）or15日（日） ※4 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土）or22日（日） ※4 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） ※4 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） ※4 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日）※3 ※4 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） ※4 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　     ガンバ大阪

Staff
ヘッドコーチ／和田	一郎
コーチ／児玉	新、コーチ／大島	琢
GKコーチ／森下	申一
フィジカルコーチ／吉道	公一朗

2017	明治安田生命J1リーグ	第2節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTO



2月28日時点でのデータ
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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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2月28日時点でのデータ

柏レイソル VS ガンバ大阪



FOCUS——白星を飾った開幕のサガン鳥栖戦を振り返っ
ていただけますか？

「去年はスタートが悪く、リーグ戦で開幕から5
試合勝てなかったのは結構厳しかったですが、
今年は良い入りができました。シモさん（下平隆
宏監督）から与えられた守備のミッションを遂行
できたと思います」
——後半は豊田陽平選手をオフサイドポジション
に置き去りにできました。90分を通じて狙い通り
の守備ができましたか？

「もう少しうまくやれたと思いますが、後半は途
中からタケくん（武富孝介）が入って、ボールホ
ルダーにプレッシャーに行けたのが大きかった
です」
——今年はキャンプで守備の強化を重点的に取
り組んできました。ちばぎんカップのジェフユナイ
テッド千葉戦、先日のサガン戦、この公式戦2
試合で1失点という結果は、その成果が表れてい
ると感じていますか？

「成果は表れてきていると感じますが、正直まだ
まだと思います。もっと精度を上げられますし、
チームとしてもっと高いレベルを見せられる、もっ
と良くなると思います。個人的には去年の1st ス
テージでリーグ５連勝をしていた時の方が手応
えはありました。あの時の守備ができれば、自
分たちが主導権を握れていると感じられますし、
今は守れていますが、相手の攻撃に対して構え
て守備をしている場面があるので、そこは新しい
選手と融合して、自分たちが良いフィーリングで
試合を進められるように高めていきたいです」
——新戦力では、サガン戦はハモン・ロペス選
手が出場しました。強力な攻撃陣が揃いましたが、

ディフェンス側としては「守っていれば必ず点を取っ
てくれる」という感覚も？

「実際にサガン戦ではハーフタイムにそういう話
をしていました。「2 点目を取られなければ、絶対
にFW 陣が取ってくれるから！」と声を掛け合い
ながらやっていました。そういう意味では思った
通りの展開にできたと思います」
——ホーム開幕戦の相手はガンバ大阪です。ど
のような印象を持っていますか？

「ゲンちゃん（三浦弦太）が入って守備のところ
が少し入れ替わりましたけど、あとのメンバーは
ほとんど変わっていません。やはりアデミウソン
をどう抑えるかだと思います。アデミウソンに人
が集まると長沢（駿）さんや他の選手がフリーに
なってしまうので、まずはアデミウソンのところ
でどれだけ戦えるかだと思います」
——昨年の日立台の対戦はクリスティアーノ選手
のハットトリックで勝利しましたが、中谷選手とし
てはアデミウソン選手の対応に苦しめられ、オウ
ンゴールも献上した悔しい試合だったのでは？

「そうですね。オウンゴールをしたのは初めて
だったので…。もったいない失点でした。あの
時の対戦からは何ヶ月か経ったので、アデミウ
ソンとマッチアップしてあらためて自分の力を確
かめたいです」
——ガンバの警戒している点は？

「ガンバはスロースタートで、立ち上がりからガ
ンガン前からプレスをかけてくるスタイルのチー
ムではないので、落ち着いた展開の試合になる
ことが多いんですが、勝負どころではしっかりと
決めてきます。開幕戦を見ても、ガンバは負け
ていたのに最後の数分で同点に追いついていま

す。引き分けでしたけど、あそこで決められる
のはやっぱり強いチームということですよね。ガ
ンバがスロースタートで来るなら、うちはその時
間帯に先手を取ってゴールを奪うような展開に
持っていきたいです」
——そしてガンバ戦といえば、中谷選手のデビュー
戦の相手です。

「そうですね。覚えていますよ。雨の中の試合で
した。印象深いですね。でも、もうガンバの選
手を見てビビらなくなりました（笑）。あの時は
横を見て「遠藤選手がいるじゃん！」と思ってい
たんですけど、自分も試合経験を積みましたか
ら。あの試合は本当に周りの人たちに助けられ
たと思います」
——今年でプロ4年目。チームの中心選手として
の自覚や、「自分が引っ張っていく」という気持ちも
芽生えたのでは？

「もちろんです。去年からずっと使ってもらってい
ますし、自分自身はそういうキャラクターです。
それを意識してやるというより、普通にやってい
ればチームに影響を与えられると思っています。
これからは自分より年下の選手が試合に出るこ
ともあるので、彼らが出た時に助けられる存在
になりたいです」
——チームには「勝点60以上」、「ACL出場権獲
得」という目標がありますが、中谷選手個人の今
季の目標を聞かせてください。

「今年は全 34 試合にフル出場すること。激しく
守備をしなければいけない時もありますが、な
るべくイエローカードをもらわない。ノーファウ
ルで取り切る。インターセプトをする。そういう
部分を今年身に付けたいと思っています」

Shinnosuke NAKATANI

中谷進之介
 4
DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

中谷選手がお気に入りの曲を
スタジアムビジョン放送
「Vamos Reysol」内で

   紹介します。
   13：40頃の予定です。

♬



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。

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 10:00 -
U18B TR - 10:00 -
U15 関東リーグ vs鹿島アントラーズノルテ 11:00 柏
U14 OFF - - -
U13 TR - 12:00 -
U12 OFF - - -
U11 コパトレーロス 未定 未定 波崎
U10 - - - -

★3月5日（日） TR＝トレーニング、TM＝練習試合

きました、2017シー
ズ ン の ホ ー ム 開 幕
戦！楽しい出来事いっ
ぱいの熱い一年にな
りますように〜。
ここ日立台で、今日も
快勝ですよ！

❶鳥よし（カレー など）❷ローソン（おにぎり など）
❸ブラウンシュガー（焼きそば など）❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド など）
❺ローソン（おにぎり など）❻Labo Café × E･S･A（プルたま丼 など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（レイソル勝つドッグ など）❽ボンベイ×日立台カリーぶ（レイソルカリー など）
❾海賊船（たこ焼き など）❿エフェケバブ（ドネルケバブ など）
⓫ブラウンシュガー（ステーキプレート など）⓬日京クリエイト（餃子ドッグ など）
⓭侍（もつ煮込み など）⓮ローソン（おにぎり など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種 など）⓰D&C（チーズドッグ など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾









❺

背番号タオルマフラー　￥1,944　サイズ：約200×1,100mm　素材：綿100％

ラバーユニフォーム
キーチェーン
￥540

◎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。

※写真は一例です。他にも番号がございます。

待望の全選手展開商品がいよいよ発売！！
レイくん（No.0）もあるよ！！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！❻「Labo Cafe X E・S・A」

◎お子様連れのお客様へ
「子育て応援ブースを設置しております！」
ミルク用のお湯、離乳食の温めサービスなど、是非お気軽にご利用下さい！

Reysol Goods!

日程 時間 ホーム—アウェイ 会場

4/8(土) 10:30 大宮アルディージャユース—横浜 F・マリノスユース 味の素スタジアム 西競技場

4/8(土) 13:00 FC東京 U-18—清水エスパルスユース 味の素スタジアム 西競技場

4/9(日) 10:30 浦和レッドダイヤモンズユース—青森山田高校 味の素スタジアム 西競技場

4/9(日) 13:00 柏レイソル U-18—京都サンガ F.C. U-18 味の素スタジアム 西競技場

4/9(日) 15:30 市立船橋高校—鹿島アントラーズユース 味の素スタジアム 西競技場

「U-18プレミアリーグ」開幕戦日程
EAST	セントラル開催日程

ビール または ソフトドリンク
+

ポテト または 揚げたこ

のコンボメニューが
ホーム開幕戦は50円引き！

【3月開催ホームゲーム試合会場】アソシエイツ新規入会紹介キャンペーンのお知らせ
　3月に開催されますホームゲーム3 試合の試合会場にて、2017年会員の皆様より新規会員様（2016
年非会員）をご紹介いただくキャンペーンを実施いたします。今回のキャンペーンでのご入会の場合、
ご紹介いただきました既存会員様、新規ご入会者様が一緒にご観戦いただける指定席ペアチケット
をプレゼントいたします。下記をご確認の上、この機会に皆様からのご紹介や新しいアソシエイツ会
員様のご入会をお待ちしております。

■対象試合：
［1］J1第2 節／ 3月5日（日）ガンバ大阪戦（15:00キックオフ）
［2］YLC 第1節／ 3月15日（水）清水エスパルス戦（19:00キックオフ）
［3］J1第 4節／ 3月18日（土）ベガルタ仙台戦（15:00キックオフ）

■お申込方法：
既存会員様（2017年会員）、新規ご入会者様（2016 年非会員）とご一緒にファンクラブブースにお立
ち寄りいただき、新規ご入会の手続きを行っていただきます。その際、既存会員様の会員証をご確
認させていただきますので、会員証をお持ちのうえ、ご来場ください。後日、特典となりますチケッ
トに関してのご案内を郵送させていただきます。

■特典：
ルヴァンカップグループステージ
5月24日（水）FC 東京戦（19 時キックオフ）指定席ペアチケット

■受付場所：
柏熱地帯コンコース内ファンクラブブース（グッズ売店横のインフォメーション）

■受付時間：
開場〜試合終了後15 分程度

■その他：
ファンクラブブースでは、ご入会手続きや住所変更などの各種お手続きも承っております。

【アソシエイツのご案内】
年会費：￥3,000（入会金無料） 特典：チケット先行割引販売、各種限定イベントへの参加、グッズ割引、
会報誌の発行など　その他各種特典あり ※詳細は、下記ファンクラブのご案内よりご確認ください。 
http://www.reysol.co.jp/fan/supporters/associates.php



　指宿キャンプ2日目のトレーニング終了直
前のこと。全体練習の全メニューをこなし、
選手たちが全員でランニングをしていると、
その一団が２グループに分かれてしまう形
になってしまった。それを見た下平隆宏監督
は、強い口調で選手たちに指摘した。
　指宿キャンプの最初のミーティングで、
「チームが一丸となって組織的に戦ってい
く」という話が 下平監督からあったばかり
だった。ピッチの内外にかかわらず、常にチー
ム全体で戦っていく意識を持ち続け、どこか
にわずかでも“緩み”が生じた場合は、誰か
が即座に指摘して正せるようなチームになっ
ていきたい。その振る舞いは、試合中にも反
映されるというのが監督の考えだ。ランニン
グを終えた選手たちに「それでは去年と変わ
らないぞ！」と監督は厳しい言葉を投げかけ、
改めてチームとして戦っていく旨を伝えた。
　この一連の場面には、今年のレイソルが目
指す方向性が凝集されていたと感じる。
「得点は他の上位チームと比べても遜色な
かった。ただ、失点数は下から数えた方が早
かった。その失点をどう減らしていくか」
　下平監督は、シーズン前のインタビューで
今季のポイントをそう述べている。
　昨季のレイソルは44失点を喫した。これ
はリーグ8番目に悪い数字だった。自分たち
の攻勢の時間帯でも集中力の欠如から失点
をしてしまう試合や、１失点した直後にあっさ

りと2失点目を食らい、余計に試合展開を苦
しくした試合も多かった。もしそこで、チーム
の集中が切れかかっている、陣形に綻びが
出かかっていると誰かが気づき、声を出して
いち早く指摘できていれば、防げていた失点
だったかもしれない。結局、その不安定さは
シーズンを通じて克服できず、一時はACL出
場権獲得を射程に捉えながら、最終的には
リーグ8位に終わった。
　1月15日の始動日から、チームは戦術面の
ベースアップに取り組んできた。だが、いくら
戦術的に高いレベルへ引き上げても、一瞬で
も集中が途切れ、そこを相手に突かれれば
失点は免れない。戦術面での向上を目指す
と同時に、油断・緩み・意気消沈などから生
じる“集中力の欠如”を減らさなければなら
ない。根本的に意識の部分から変えていき、
より強固な守備力を持つチームへと変貌を
遂げる。下平監督の狙いはそこだ。
　開幕のサガン鳥栖戦では、チームの変化
を感じることができた。前半の失点した局面
に関しては修正・反省の余地はあるにしても、
そこで昨年とは違い2失点目を簡単に許さな
かったことは大きかった。中谷進之介によれ
ばハーフタイムに「2点目を取られなければ、

絶対にFWが点を取ってくれるから！」と選手
は互いに声を掛け合っていたという。
　今年のレイソルは、メディアから攻撃力の
高さを取り上げられる傾向にある。ハモン・
ロペスが加わり、クリスティアーノ、ディエゴ・
オリヴェイラと強力なブラジル人トライアング
ルを結成。日本人選手も伊東純也、大津祐
樹、武富孝介と皆が異なるテイストを持ち、
この攻撃陣は確かに今季のレイソルの特色
だ。クリスティアーノは「すでに昨年の時点で
レイソルの攻撃力は高いレベルにあった。そ
れがハモンの加入で、さらに強くなった」と自
信を覗かせている。
　ただし、レイソルは攻撃力にモノを言わせ
た出入りの激しいサッカーを目指してはいな
い。チーム全体で組織的に戦い、強固な守
備で相手の攻撃を遮断する。それさえできれ
ば、強力攻撃陣が必ずや火を吹き、勝利を手
にする可能性は高まるだろう。
　意識の部分から変われば、結果に反映さ
れる。すべては勝利を手にするためだ。

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！

 3/15（水）ルヴァンカップGS第1節 vs清水戦 チケット発売中！
 3/18（土）vs仙台戦 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
オフィス神山
グーロクリエイト
JAちば東葛
常南通運
常陽商事
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

秋田運輸
菓子工房 モン･シェフ
柏プラネット
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
柏駅前通り商店街振興組合
柏市まちづくり公社
柏駅前通り商店街振興組合
ほねつぎ増尾はりきゅう接骨院
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
海賊船
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A.A.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
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（Fitness24 by 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
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
はるみ鍼灸接骨院
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。

意識から変えていく

Reysol  Report

ユニフォームスポンサー

クラブスポンサー

アカデミースポンサー サプライヤー CSR（社会貢献）パートナー

We Support KASHIWA REYSOL 2017


