
上昇気流に乗るための
大きな1勝をつかみ取れ！
　3月15日からYBCルヴァンカップが開幕す
る。レイソルはAグループに組み込まれ、ノック
アウトステージ進出を懸けて全7試合を戦う。た
だ、今年からレギュレーションに変更があり、グ
ループステージの2位、もしくは3位になった場
合は、Bグループの3位、ないし2位とノックアウ
トステージ行きの切符を争う「プレーオフステー
ジ」が新たに加わった。
　下平隆宏監督は「リーグ戦も大事だが、ル
ヴァンカップも獲りにいく」と、両方のタイトル

を狙うことを選手に伝えた。4年ぶり３度目のル
ヴァンカップ優勝を目指すレイソルが戦う初戦
の相手は清水エスパルスだ。リーグ戦では開幕
戦こそヴィッセル神戸に敗れたものの（●0−
1）、その後はサンフレッチェ広島（○1−0）、ア
ルビレックス新潟（○2−0）に連勝を収め調子
は上向き。小林伸二監督が率いるチームはリー
グ戦3試合でわずか１失点と堅守を誇り、サイド
を使った鋭い攻撃を持ち味とする。J2の戦いを
経て、“勝ち癖”を備えてJ1復帰を果たしたエス

パルスは間違いなく手ごわい相手だ。
　9日間で3試合を戦う連戦だけに、これまで出
場機会の少なかった選手たちにも十分出場の
チャンスはあるだろう。昨年はメンバーの入れ替
えが行われたルヴァンカップの横浜F・マリノス
戦でシーズン初勝利を挙げ、その1勝を機にレイ
ソルは連勝街道へと突き進んだ。ルヴァンカッ
プのタイトルへ向け好スタートを切り、さらに
リーグ戦連敗の悪い流れを断ち切るためにも、
大きな1勝をつかみ取る。

R e y s o l  W i n n i n g  G u i d e

清水エスパルスVS
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1	 GK	 西部	洋平
3	 DF	 犬飼	智也	 （NH）
4	 DF	 カヌ
5	 DF	 鎌田	翔雅
6	 MF	 杉山	浩太
7	 MF	 六平	光成
9	 FW	 鄭	大世
10	 MF	 白崎	凌兵	 （NH）
11	 FW	 村田	和哉
13	 GK	 六反	勇治
14	 MF	 野津田	岳人	（NH）
15	 DF	 ビョン	ジュンボン
16	 DF	 村松	大輔
17	 MF	 河井	陽介
18	 FW	 長谷川	悠
19	 FW	 ミッチェル	デューク
20	 MF	 竹内	涼
21	 GK	 高木和	徹	 （NH）
22	 MF	 枝村	匠馬
23	 FW	 北川	航也	 （NH）
25	 DF	 松原	后	 （NH）
26	 DF	 二見	宏志
27	 DF	 飯田	貴敬	 （NH）
30	 FW	 金子	翔太	 （NH）
31	 DF	 キム	ボムヨン
32	 MF	 光崎	伸	 （NH）
33	 DF	 立田	悠悟	 （NH）
43	 GK	 植草	裕樹
44	 DF	 フレイレ
45	 DF	 角田	誠
※出場停止：なし
NH：ニューヒーロー賞対象選手

［監督］	小林	伸二［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	（NH）
5	 DF	 中山	雄太	 （NH）
6	 MF	 小林	祐介	 （NH）
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	 （NH）
14	 FW	 伊東	純也
16	 GK	 滝本	晴彦	 （NH）
17	 MF	 手塚	康平	 （NH）
18	 FW	 ドゥドゥ	 （NH）
19	 MF	 中川	寛斗	 （NH）
20	 FW	 ハモン	ロペス
21	 DF	 橋口	拓哉	 （NH）
22	 DF	 輪湖	直樹
23	 GK	 中村	航輔	 （NH）
24	 FW	 大島	康樹	 （NH）
25	 MF	 安西	海斗	 （NH）
26	 DF	 古賀	太陽	 （NH）
27	 DF	 今井	智基
28	 MF	 栗澤	僚一
29	 DF	 中川	創（2種）（NH）
30	 GK	 猿田	遥己（2種）（NH）
※出場停止：なし
NH：ニューヒーロー賞対象選手

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

Staff
ヘッドコーチ／阪倉	裕二
コーチ／久保山	由清
コーチ／栗山	友文
GKコーチ／アダウト
フィジカルコーチ／土斐﨑	浩一

　2008〜9年の2シーズン、期限付き

でレイソルに在籍していたボランチで

ある。ピッチを幅広く使える展開力と、

決定的なシーンを生み出すパスが最大

の武器だが、球際の競り合いも強く、

質の高い予測で相手の攻撃の芽を潰

すなど守備力にも長けている。「味方

にするとやりやすいが、相手にすると

嫌な選手」（大谷）。今年のキャンプで

対戦した練習試合でも存在感を発揮

していた。レイソルが優位に試合を運

ぶためには十分な警戒が必要となる。

清水／ 6MF  杉山浩太Stop the Key Player

予想スターティングメンバー

2017.03.15 WED 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：中村 祐

アセッサー：松崎 康弘
主審：岡部 拓人／副審：越智 新次、村上 孝治／追加副審：野田 祐樹、岡 宏道／第4の審判：熊谷 幸剛

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 ●1-3
3 3月10日（金） 19:00 等々力 川崎フロンターレ ●1-2
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　　     清水エスパルス
2017	JリーグYBCルヴァンカップ	グループステージ	グループA	第1節

VS

◆明治安田生命J1リーグ
2017JリーグYBCルヴァンカップ
レギュレーション

［グループステージ］
ACLに出場する4チーム（鹿島、浦和、川崎、G
大阪）を除く14チームを2グループに分け、各グ
ループで1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
▷Aグループ（7チーム）
札幌/仙台/大宮/柏/FC東京/清水/磐田
▷Bグループ（7チーム）
横浜FM/甲府/新潟/C大阪/神戸/広島/鳥栖

［プレーオフステージ］
ホーム＆アウェイ方式の2試合。グループステー
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する。

［ノックアウトステージ］
グループステージとプレーオフステージを勝ち上
がったチームおよび、ACLのグループステージに
出場するチームにより、ホーム＆アウェイ方式の
トーナメント戦を行う（決勝は1試合のみ）。
グループステージ各グループ1位の2チームと、
各グループ2位と3位で行うプレーオフステー
ジの勝者2チーム、およびACL出場チーム（鹿
島、浦和、川崎、G大阪）を加えた計8チームが
ノックアウトステージに進出する。
※ノックアウトステージの組み合わせは、グループステージまたは
プレーオフステージ終了後、オープンドローの抽選で決定する。



3月13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。
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M a t c h A n a l i s i s

提供：データスタジアム

3月13日時点でのデータ

柏レイソル VS 清水エスパルス



FOCUS——デビューした反響はいかがでしたか？
「U-18 時代のチームメイトから「良い刺激をも
らった」、「俺らの代を引っ張っていってくれ」とい
うLINEをもらいました。みんな見てくれて、期
待してくれているんだなと感じた 2 試合でした。
でもまさか、2 試合目でデビューできるとは思っ
ていなかったので、びっくりもしています。早い
タイミングで試合を経験できたので、今後のシー
ズンにつながると思います」
——この2試合は、緊張のあまり硬くなるようなこ
とはなかったのですか？

「ガンバ戦はアップしながら結構緊張していまし
た。でも、どこかのタイミングで出番はあるか
なとも感じていたので、緊張していたものの心
の準備はできていました。ピッチに立ったら意
外と平常心でプレーできたので、ガチガチに緊
張して周りが見えなかった状態ではなかったで
す。それは自分でも驚いています」
——思っていたよりも平常心でプレーできたのに
は何か理由が？

「うちの前線は Jリーグの中でも相当レベルが高
いですし、『毎日の練習でクリス、ディエゴとマッ
チアップしているから大丈夫だ』と思えたのが大
きかった。それは気持ちの面でプラスになりま
した」
——自分のプレーの評価は？

「あれほど観客が入っている中での試合は経験し
たことがなかったので、平常心でプレーしていた
にしても、周りの声が聞こえずに戸惑った部分
はありました。気持ち良くプレーできた感覚はあ
まりなく、ガンバ戦は大きな悔しさが残りました。

『もっとやらなきゃダメだ』と感じたデビュー戦で

した」
——川崎フロンターレ戦は反省点を生かして古賀
選手らしさを発揮できたのでは？

「そうですね。自分の中でも焦って簡単に蹴って
しまうことだけは絶対にしたくなかったので、自
分らしくパスをつけて、はたいてということがで
きたと思います。フロンターレ相手にできたの
は自信になりました。ガンバ戦の出た守備の課
題も少しずつ改善できた実感もあるので、あの
ガンバ戦の 15 分間は本当に大きかったと思いま
す」
——退場者が出た後にCBへポジションを移しま
したが、前線に縦パスを何本もついていたのは驚
きました。

「あの試合は結構周りが見えていたので、びびら
ずに縦パスを入れることができました。そこが見
えていたのはポジティブなことでした」
——この2試合で新たに見えたものは？

「特にフロンターレ戦ですが、自分が高い位置
を取ったときに、相手にとって怖い選手になら
なければいけないと感じました。ただ高い位置
を取って、パスをつけて、もらってというプレー
の繰り返しだけだったら相手は全然怖くない。
フロンターレ戦で自分が高い位置でボールをも
らったときのアイデア不足を感じたので、もっと
チャレンジしなければと思います。クロスを入れ
た方が怖かったんじゃないかというシーンや、近
くにパスをつけて奪われて、カウンターを受け
たシーンもあったので、そこはもっと積極的に
チャレンジして怖い選手にならなければいけな
いと感じました」
——今回はルヴァンカップの清水エスパルス戦で

す。出場した2試合の経験を踏まえ、どのような
戦いを見せていきたいですか？

「キャンプの練習試合で対戦した印象は、かなり
アグレッシブに来るイメージがあります。球際で
負けないことが大事になってくると思いますし、
そういう部分もレベルを上げていかなければい
けないと思っているので、成長できるチャンスだ
と考えています。練習試合で対戦したときよりは、
冷静に物事を見られるようになっていると思うの
で、もっと自分のところでリズムを作りたいです。
守備では 1対 1では絶対に負けてはいけないの
で、集中して、予測をして、良い準備をしてとい
うのを繰り返し、隙を見せないようにしたいと思
います。もし出場できたら一つひとつのプレー
の強度を高くやっていきます」
——古賀選手の当初の目標は「試合に出る」でし
た。それを実現させた今、次の目標をどこに設定
しますか？

「まず大きな目標だった Jリーグデビューをクリ
アしたので、あとは残り時間は少ないですが、
U-20ワールドカップ出場は意識していきたいで
すし、試合に出るだけじゃなくてチームの目標の
ACL 出場権獲得の力になれるように、結果で示
していきたいです。まずはチームで試合に出続
けて、結果を残すことを一番に考えていきたい
と思います」
——今回のルヴァンカップが終われば中2日で
リーグ戦の試合があります。連戦になりますが、
古賀選手は大丈夫ですか？

「連戦は問題ないと思います。監督から『中 2日
でも行けるか？』と聞かれたら、自信を持って『行
きます！』と言いたいです」

Taiyo KOGA

古賀太陽
 35
  DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

古賀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。
   17：40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 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 OFF - - -
U11 TR - 10:00 -
U10 - - - -

★3月18日（土） 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 新人戦 ジェフユナイテッド千葉 14:00 フクダ電子フィールド
U18B TM ジェフユナイテッド千葉 16:00 フクダ電子フィールド
U15 関東リーグ vs横浜Fマリノス追浜 12:00 柏
U14 メトロポリタンリーグ vs横浜Fマリノス追浜 15:00 -
U13 OFF - - -
U12 チビリンピック関東予選 未定 未定 栃木
U11 プレミアリーグ 未定 未定 away
U10 - - - -

★3月19日（日）

2017年のルヴァン
カップの幕開けです！
気合いを入れて、お菓
子も優勝カップも、今
年はレイソルがおい
しくいただいちゃいま
しょー☆

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

◎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。

※一部番号が品切れとなっております。
次回入荷までお待ちください。

 人気のコンフィットTシャツ、
タオルマフラーが好評発売中！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！❼「ITSブラジリアンバーベキュー」

Reysol Goods!

レイソル
勝つドッグ
600円

2016年のファン感メニューで大好評となり、以降定番メニューとして
人気の一品です！

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

コンフィットTシャツ（子供用/大人用）￥4,104 ／￥4,320
サイズ：110、130、150 ／ S、M、L、LL
素材：ポリエステル100％



「サブ組もモチベーションが高い。去年も、
ナビスコカップのF・マリノス戦に出た選手が
勢いをつけた。今回のエスパルス戦で起用
された人が結果を出すことで、必ずチームは
良くなっていく」
　栗澤僚一は1年前の記憶を呼び起こし、現
在の“リーグ戦連敗中”の悪い流れを変える
強い決意を語った。
　昨季の序盤戦は、本当に苦しかった。開幕
連敗スタートに始まり、その後も勝利目前ま
で迫った試合は後半アディショナルタイムに
勝点3が手元からこぼれ落ち、逆転の望みを
懸けたPKもネットを揺らすことができない。
“負のスパイラル”に巻き込まれたかのごと
く、勝てないままもがき続け、未勝利は7試合
に到達。気づけば4月に突入していた。
　そして迎えるゲームが、栗澤が挙げたナビ
スコカップの横浜F・マリノス戦である。
　その前のリーグ戦、サガン鳥栖戦から8人
が入れ替わり、それまで出場機会の少なかっ
た選手たちがスタメンに名を連ねた。試合
に飢えていた彼らは、試合開始直後からアグ
レッシブな姿勢を打ち出し、「前へ前へ」とい
う気持ちを前面に出していた。逆に前へ出て
いく意識が強すぎたのか、プレスに行った食
いつきによって背後を取られてしまい、開始
から5分でF・マリノスに先制点を許してしま
う。開幕公式戦8試合連続で先制点を許し、
この瞬間は「またか…」と嫌な空気が立ち込

めた。
　しかし、それまでの試合と大きく違ってい
たのは、ピッチに立った選手のアグレッシブ
な姿勢が失点以降もトーンダウンしなかった
点である。当時、栗澤はその状況をこう振り
返っている。
「今のチームの状況を考えれば、前から勢
いを持って守備をして、勢いをもたらすこと
が重要だと思った。1失点した後はうまくいか
なかったけど、みんなの気持ちは折れていな
かった」
　42分、中川寛斗が「練習どおり」と振り返
る鮮やかな同点シュートが決まった。気持ち
が入っていたピッチ上の選手にとって、この中
川のゴールはアグレッシブに戦う姿勢をより
加速させていく。後半に入ると50分と68分
には、2つのCKから増嶋竜也が逆転弾、ダメ
押し弾をねじ込んで流れを一気に引き寄せ
た。
「何かきっかけが欲しいと思っていた。苦し
い時にセットプレーで点が取れれば、この先
も勝っていける」（増嶋）
　また、その2つのゴールに結びつくCKを獲
得したのは、ルーキーの湯澤聖人の積極果
敢な仕掛けだった。

「自分に出場のチャンスが来て、ここで勝た
なかったら次のチャンスはもうないなと思っ
ていた」（湯澤）
　アグレッシブに戦っていたが、彼らは冷
静さを失っていたわけではなかった。3−1と
リードを奪った後は、最後の最後で追いつか
れたジュビロ磐田戦、アルビレックス新潟戦
の反省を生かし、リスクマネジメントを徹底
しながら、終盤にF・マリノスがパワープレー
に出てきても落ち着いて跳ね返し続けた。J
リーグの開幕から、公式戦8試合目にして手
にしたシーズン初勝利。レイソルはこの試合
を機に調子を取り戻し、以降は公式戦７連
勝と破竹の快進撃を見せる。大谷秀和が、
2016年シーズン終了時にシーズンベストマッ
チに挙げたのは、このF・マリノス戦である。
「シーズンの流れを変えた大きな1勝」という
のがその理由だった。
　現在、レイソルはリーグ戦で連敗中であ
る。この流れを変え、再浮上するためにもあ
の4月6日の再現を狙う。

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！

 3/18（土）vs仙台戦 チケット発売中！
【会員先行】4/8（土）vs清水戦、4/22（土）vs横浜FM戦 チケット発売中！ 3/19（日）から一般も発売

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。

4月6日の記憶

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


