
上位進出に連勝は不可欠
進化を問われる一戦に！
　数多くのチャンスを作りながら得点が奪えな
い攻撃面と、相手の一発のカウンターから簡単
に失点を許してしまう守備面。ここまでレイソル
が抱えていた攻守両面の課題は、前節のヴィッ
セル神戸戦で改善の兆しを見せた。「クロスに
対してゴール前へ飛び込んでいこう」との下平
隆宏監督の要求どおり、攻撃では大谷秀和と大
津祐樹がクロスから得点を挙げ、守備でも中村
航輔、中谷進之介を中心にピンチでは粘り強く
耐え抜き、第6節終了時点でリーグ首位に立つ

ヴィッセルとの拮抗した勝負を2−1と紙一重の
差で勝ち切った。
　ただし、重要なのはここからである。今季のレ
イソルは一度も連勝がなく、アウェイ戦勝利後
のホームゲームは全て敗戦続き。上位へ駆け上
がるために連勝は必要不可欠だ。
　今節対戦する横浜F・マリノスは、大幅な戦
力の刷新がチーム力の向上を促し、現在4位
と好位置につけている。DF中澤佑二、DFミロ
シュ・デゲネクのCBコンビを軸にした堅い守備

をベースに、MF齋藤学、MFダビド・バブンス
キー、FWウーゴ・ヴィエイラ、個の力で打開で
きるタレントたちが仕掛ける攻撃は速く鋭い。前
節には、序盤に挙げたセットプレーの1点を堅い
守備で守り抜き、1−0でサンフレッチェ広島を
下した。
　堅い守備、鋭いカウンター、セットプレーの強
さ。くしくもレイソルの課題を強みとするF・マリ
ノス。その相手を打ち破れるか、連勝を狙うレイ
ソルにとって真価が問われる一戦となる。

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

横浜F・マリノスVS

320
Vol.

2017 MEIJI YASUDA J1 League
8th Sec
2017.04.22 SAT



2	 DF	 パク	ジョンス
4	 DF	 栗原	勇蔵
5	 MF	 喜田	拓也
6	 MF	 扇原	貴宏
7	 FW	 ウーゴ	ヴィエイラ
8	 MF	 中町	公祐
10	 MF	 齋藤	学
13	 DF	 金井	貢史
14	 MF	 天野	純
15	 DF	 新井	一耀
16	 FW	 伊藤	翔
17	 FW	 富樫	敬真
18	 MF	 遠藤	渓太
19	 FW	 仲川	輝人
20	 MF	 マルティノス
21	 GK	 飯倉	大樹
22	 DF	 中澤	佑二
23	 DF	 下平	匠
24	 DF	 山中	亮輔
25	 MF	 前田	直輝
26	 MF	 中島	賢星
27	 DF	 松原	健
28	 DF	 高野	遼
30	 GK	 鈴木	彩貴
31	 GK	 杉本	大地
32	 GK	 原田	岳
33	 MF	 ダビド	バブンスキー
34	 DF	 ミロシュ	デゲネク
35	 MF	 吉尾	海夏
41	 MF	 山田	康太（2種）
44	 MF	 堀	研太（2種）
45	 MF	 椿	直起（2種）
※出場停止：マルティノス

［監督］	エリク	モンバエルツ［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）	
37	 MF	 細貝	萌
※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

Staff
ヘッドコーチ／松橋	力蔵
コーチ／マルク	レヴィ、松原	英輝
　　　　小坂	雄樹
GKコーチ／松永	成立
フィジカルコーチ／アレシャンドレ	マルレス
フィジカルコーチ／松本	純一

　日本を代表するドリブラーとして、す

でに名を馳せていたが、今季からF・マ

リノスの10番を背負うことで、さらに

凄みが増した。そのドリブルを食い止

めようと複数人で囲い込みに入れば、

その状況を逆手に取り、開幕のレッズ

戦でフリーの味方選手の得点をお膳

立てしたように、周囲を生かす術にも

長ける。ドリブルへのしぶとい対応も

重要だが、この相手のキーマンへの供

給源を断ち、ボールを持たせる機会を

できるだけ減らしたい。

横浜FM／ 10MF  齋藤学Stop the Key Player

J.League Division 1 順位表

2017年4月16日（第7節）現在

順位	 チーム	 勝点	 試合	 勝	 引分	 敗	 得失点差

	1	 浦和	 16	 7	 5	 1	 1	 14

	2	 鹿島	 15	 7	 5	 0	 2	 5

	3	 神戸	 15	 7	 5	 0	 2	 4

	4	 横浜FM	 13	 7	 4	 1	 2	 3

	5	 G大阪	 12	 7	 3	 3	 1	 5

	6	 川崎	 12	 7	 3	 3	 1	 2

	7	 C大阪	 12	 7	 3	 3	 1	 2

	8	 FC東京	 10	 7	 3	 1	 3	 1

	9	 清水	 10	 7	 3	 1	 3	 1

10	 磐田	 10	 7	 3	 1	 3	 1

11	 柏	 9	 7	 3	 0	 4	 -1

12	 仙台	 9	 7	 3	 0	 4	 -11

13	 鳥栖	 8	 7	 2	 2	 3	 0

14	 甲府	 8	 7	 2	 2	 3	 -3

15	 札幌	 8	 7	 2	 2	 3	 -4

16	 新潟	 5	 7	 1	 2	 4	 -5

17	 広島	 4	 7	 1	 1	 5	 -5

18	 大宮	 1	 7	 0	 1	 6	 -9

予想スターティングメンバー

2017.04.22 SAT 日立柏サッカー場 15：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：猿沢 茂

アセッサー：辺見 康裕
主審：上村 篤史／副審：武部 陽介、平間 亮／第4の審判：桜井 大介

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 ●0-1
5 4月1日（土） 14:00 Eスタ サンフレッチェ広島 ○2-0
6 4月8日（土） 15:00 日立柏 清水エスパルス ●0-2
7 4月16日（日） 16:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 ○2-1
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 ○1-0
2 4月12日（水） 19:00 NACK 大宮アルディージャ △0-0
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　　     横浜F・マリノス
2017	明治安田生命J1リーグ	第8節

VS

◆明治安田生命J1リーグ
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4月18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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柏レイソル VS 横浜F・マリノス



FOCUS——ヴィッセル神戸戦では劇的な勝利を収めまし
たが、公式戦2試合連続無得点が続いていた状
況から、どのような点を修正したのでしょうか？

「クロスの本数は上がっているから、チームとし
て『そのクロスに対してゴール前へ入っていこう』
とシモさん（下平隆宏監督）から要求されていま
した。自分もサイドをやっている時に、右サイド
のクロスに対してはもっと入っていかなければい
けないと思っていました。ヴィッセル戦の最後
のゴールは、中に入ろうという意識を持っていた
から、自分のところにこぼれてきたし、サイドで
待っていたら生まれなかったゴールでした。サイ
ドで張ることも大事ですけど、1点目も右サイド
から押し込んでいたから、ゴールに近い位置で
プレーした方がいいと思って中に入っていて、そ
こからアシストをしたリュウ（小池）にパスを出せ
ました」
——ヴィッセル戦の決勝弾は、大津選手らしいア
クロバティックなボレーシュートでした。

「普通の人ならヘッドで狙いにいったと思います
けど、俺はヘッドが得意じゃないので（笑）。ボー
ルがこぼれてきた時に、『胸トラップからボレー』
というイメージを描けたので、そのとおりのプ
レーができました」
——決定機で決めきり、ピンチではしっかり耐え
抜くことができた神戸戦の勝利は、今後への弾み
になるのではないですか？

「それまで勝てなかった試合もチャンスは作れて
いました。それはすごく大事なことで、チャンス
を作れない、攻撃の形を作れないのはもっと良
くない。チャンスで決めきれなかったことは課
題ですが、ゴールの手前まで来ているのなら『あ

とは決めるだけ』と考えていました。だからヴィッ
セル戦も焦りはなかったです。もちろん見ている
人からすれば、その前はスコアレスだったのでフ
ラストレーションの溜まる試合だったと思います
が、やっている自分たちからすれば、『あとちょっ
と』と感じていましたし、そこで 1点が入れば流
れに乗れるとは思っていました」
——公式戦2試合連続スコアレスでも戦い方はぶ
れなかったのですか？

「もちろんゴールが決まらないことは大きな問題
ですが、負けた試合は手も足も出なかったわけ
じゃないし、逆に自分たちが決めていれば完勝
に持っていけた試合でした。それに近いゲーム
運びが毎試合できるということは、チームとして
良い状態にあるということだし、あとはゴールが
決まるようになれば、もっともっと強くなってい
けるという自信があります。負けた試合でも完敗
や力の差があるとは感じたことはなかったです。
逆に、ひとつヤマを越せばもっと先にいけるし、
その手前まで来ている手応えもありました。ネ
ガティブな状況ではないから、首位のヴィッセ
ルが相手でも最後まで慌てることはなかったで
す」
——今節は横浜F・マリノスと対戦します。どのよ
うな印象を持っていますか？

「多くの選手が入れ替わって、若い選手が多く
なったというイメージですね。でも監督は替わっ
ていないので、後ろがしっかりして手堅いサッ
カーをするという印象は去年と一緒です。CB は
高さがあるので、闇雲にクロスを上げても跳ね
返されてしまう。そこを崩さなければいけないけ
ど、大事なのは相手のことではなく、自分たち

がどうプレーするか。ある程度相手の情報は入
れておきますが、そこばかりを意識しすぎると、
うまく回らないこともあるので、まずはシンプル
に自分が対面する相手より上回ればいいかなと
思ってプレーします」
——前節は結果を残し、チームに勝利をもたらし
たとあって、大津選手もゴールへの意識がより増
したのでは？

「もちろん自分が決めたい気持ちはありますが、
それ以上にどうしたらチームが勝てるのかを考
えて、自分のゴール以前にチームとして必要なプ
レーをするべきだと思います。アタッカーなので
ゴールに絡むプレーがチームの勝利に跳ね返っ
てきますが、守備の部分で走って、頑張って失
点を防ぐことも結果につながりますから」
——サンフレッチェ広島戦では、大津選手の守
備が2ゴールに直結しました。

「献身的なプレーが、サンフレッチェ戦のように
チームのゴールにつながることもある。攻撃面で
ゴールを決めることは個人の結果ですけど、チー
ムのために守備を怠らないことも個人としての大
事な結果。それがチームの勝利につながると思
います」
——最後にサポーターへメッセージをお願いしま
す。

「序盤は少し出遅れてしまいましたが、『ACL 出
場』という目標は変わりません。チームとしてもっ
ともっと勝点を重ねて、なおかつ自分も結果を
出せるように頑張っていきます。選手とサポー
ターがつながって勝利を手にできるように頑張
りたいと思うので、これからも熱い応援をお願
いします」

Yuki OTSU

大津祐樹
10FW

プレイヤーズ
リコメンドソング

大津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 県リーグ 東京学館高校B 9:30 東京学館高校
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 TR - 10:00 -
U11 TR - 10:00 -
U10 TM レジスタ 11:00 三郷スカイパーク

★4月22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 プレミアリーグ第3節 鹿島アントラーズ 15:00 日立柏サッカー場
U18B OFF - - -
U15 関東リーグ 栃木SC 11：00 なくらスタジアム
U14 メトロポリタンリーグ 栃木SC 13：00 なくらスタジアム
U13 TM 横河武蔵野シティ 10：00 横河武蔵野グランド
U12 全日本少年サッカー大会 千葉県予選 - 9:00 柏
U11 全日本少年サッカー大会 千葉県予選 - 9:00 柏
U10 TR - 10:30 -

★4月23日（日）

前節は首位神戸に勝
利☆大津ゴールに弾
けまくりましたが、もち
ろん日立台でも魅せて
いただきましょう〜！！
今日は勝って浮上の
試合に！

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。

新商品情報！「Tシャツ」
 「イヤリング」などが新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

ビーフラムケバブ
700円

イヤリング
¥2,160
サイズ：

約50mm

ネックレス
¥1,296

サイズ：約380mm

ブレスレット
¥1,080
サイズ：
約60mm

Tシャツ（ヴィンテージ）
￥2,808

サイズ：S、M、L、LL

❿「efe（エフェ）ケバブ」

日本一美味しいケバブを決め
るケバブグランプリで3連覇
を達成したefeケバブ。牛肉
とラム肉を絶妙なバランスで
ミックスした本日限定の『ビー
フラムケバブ』も新登場！！



　前節、首位のヴィッセル神戸を大津祐樹
の劇的決勝弾で撃破した。実は、その背景
に小池龍太の頭脳的な駆け引きが存在した
ことは、あまり語られていない。
　後半アディショナルタイム、右サイドの球
際の攻防で、ニウトンと接触した伊東純也が
足を痛めた。そのまま続けたレイソルの攻
撃は、一度はヴィッセルGKキム・スンギュに
ボールを抑えられたが、そのフィードを中谷
進之介が拾い、再びレイソルに攻撃権が移
る。そこでパスを受けた小池はドリブルをス
ローダウンさせ、ケガをした伊東の治療のた
めに、ボールをタッチラインの外に出す雰
囲気を醸し出していた。記者席で見ていた私
も、ここで小池がてっきりプレーを切るものだ
と思い込んでいた。
「正直、ボールを外に出す気はなかったで
す。クリスが前にいたので、自分がすぐにパス
を出してしまうとオフサイドになってしまいま
す。クリスが帰ってくるのを待つために時間
稼ぎをしました」
　小池はあの場面でスローダウンした理由
を明かした。実際に、クリスティアーノがオフ
サイドポジションから戻ってくると、パスを出
し、自分はものすごい勢いでペナルティーエ
リア内まで駆け上がっていった。
　しかし小池の狙いは、クリスティアーノを下
がらせる時間を作るためだけではなかった。
あの瞬間、小池の様子からボールをタッチラ

インの外に出すと、相手選手も感じたのか、
足を止める者が何人か見受けられた。
「相手があそこで足を止めた。自分にとって
はそれが狙いだった」
　相手の足を止め、すぐに攻撃を再開して
虚を衝く。まるで南米の選手が見せるかのよ
うな駆け引き。もし小池があの時、駆け引き
なしでスローダウンせず攻撃を続けていた
なら、最後の大津の決勝弾は生まれていな
かったかもしれない。
　ヴィッセル戦で大津が『主演男優賞』を手
にしたのなら、先制弾のアシストに続き、“駆
け引き”という形で2点目にも絡んだ小池は
『助演男優賞』ものの働きだ。
　3月15日のルヴァンカップ清水エスパルス
戦の初スタメン以来、すっかり右SBのレギュ
ラーに定着した感のある小池。レノファ山口
時代は、どちらかというと「攻撃面で特徴を
持ったSB」というイメージが強く、守備面は
荒削りで、まだまだ課題があるとも評されて
いた。だが、サンフレッチェ広島戦では清水
航平、ヴィッセル戦では大森晃太郎と対峙
し、守備でも非常に良い対応を見せた。とて
も今年初めてJ1でプレーする選手とは思え
なかった。

「レイソルに来た理由は攻撃面で評価をい
ただいたからなんですが、J1のチームで守備
ができないSBは試合には出られないと思い
ます。そこはシモさん（下平隆宏監督）からも
求められていますし、守備は自分の課題とし
て改善できるように取り組んできました。その
成果が出始めていると思います」
　守備力の向上を感じている小池が、今節の
対戦において「楽しみにしている」と話すの
が、齋藤学とのマッチアップである。
「今のプレーに満足はしていないです。次
の試合、どれだけ相手のサイドを抑えられる
か。齋藤選手を抑えられれば自信になると思
います。守備の部分で少しでも貢献して、攻
撃でもヴィッセル戦のようにアシストをして、
チームの勝利に貢献したい」
　アシストで、守備で、巧みな駆け引きで前
節の勝点3獲得の原動力となったように、新
進気 鋭の右SBは、攻守両面でエネルギッ
シュなプレーを発揮し、今季のリーグ戦ホー
ム初勝利を狙う。

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！

  5/3（水）vs磐田戦、5/6（土）vsC大阪戦 チケット発売中！
  5/24（水）vs東京戦、5/27（土）vs大宮戦、6/4（日）vs浦和戦 4月23日から会員先行発売！

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。

助演男優賞

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


