
2014年以来の7連勝で
首位浮上のチャンスを掴め！
　24日に行われたYBCルヴァンカップ・FC東
京戦で、0−1と敗れたレイソルは残念ながらグ
ループリーグ1試合を残して敗退が決定した。そ
の試合から、わずか中2日となる今節の大宮アル
ディージャ戦は、その影響を引きずらずに切り替
えて臨めるかが大きな焦点となる。
　一方のアルディージャは、直近のルヴァンカッ
プで清水エスパルスに4−0の大勝を収めてい
る。リーグ戦では最下位に甘んじているが、か
つてレイソルがルヴァンカップの勝利を浮上の

きっかけとしたように、先日の1勝によってアル
ディージャが調子を取り戻すことは十分に考え
られる。第9節には浦和レッズとのダービーマッ
チを制するなど、もともと地力のあるチームだ。
前節のセレッソ大阪戦（●0−3）も最終的に点
差は広がったが、内容を見れば拮抗した時間
帯も長かった。また、昨季の2度の対戦では、レ
イソルはいずれも先制点を奪われ、その後アル
ディージャの堅守を攻略できずに敗れている。
「アルディージャは守備から入ってカウンター

を狙ってくる。リスク管理をしっかりしたい」（鎌
田）。FW江坂任、FW大前元紀、FWムルジャら
強力なアタッカーと、彼らにパスを供給するMF
茨田陽生には注意が必要だ。
　2014年シーズン以来の7連勝が懸かるレイソ
ルは、今節はACL出場チームの試合がないた
め、アルディージャに勝利すれば暫定ながら首
位に立つ。まだ20試合以上残されているとはい
え、上位戦線で優位性を保つためにも、目の前
の大きなチャンスを逃してはならない。
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［監督］ 渋谷 洋樹［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）
31 DF 宮本 駿晃（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／黒崎 久志
コーチ／伊藤 彰
コーチ／海本 慶治
コーチ／西村 泰彦
GKコーチ／白井 淳
フィジカルコーチ／生駒 武志

　昨季までレイソルに在籍し、数々の

タイトル獲得にも貢献したとあって説

明は不要だろう。アルディージャへ移

籍した今季、中盤でゲームを組み立

てるだけでなく、第9節のレッズ戦で

は前線のスペースへ飛び出して移籍

初ゴールを決め、チームに待望のリー

グ初勝利をもたらした。慣れ親しんだ

日立台での古巣対戦に、茨田のモチ

ベーションは非常に高いはず。起点を

作らせないためにも、素早いチェック

でパスの出どころを封じたい。

大宮／ 40MF  茨田陽生Stop the Key Player

J.League Division 1 順位表

2017年5月20日（第12節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 G大阪 25 12 7 4 1 17

 2 柏 24 12 8 0 4 6

 3 浦和 23 12 7 2 3 18

 4 C大阪 22 12 6 4 2 9

 5 川崎 22 12 6 4 2 8

 6 鹿島 21 12 7 0 5 0

 7 FC東京 20 12 6 2 4 6

 8 神戸 20 12 6 2 4 3

 9 横浜FM 17 12 5 2 5 0

10 磐田 15 12 4 3 5 0

11 鳥栖 15 12 4 3 5 -2

12 清水 14 12 3 5 4 -2

13 仙台 14 12 4 2 6 -11

14 甲府 13 12 3 4 5 -4

15 札幌 12 12 3 3 6 -7

16 広島 9 12 2 3 7 -8

17 新潟 8 12 2 2 8 -16

18 大宮 7 12 2 1 9 -17

予想スターティングメンバー

2017.05.27 SAT 日立柏サッカー場 15：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：小林 進

アセッサー：松村 和彦
主審：荒木 友輔／副審：今岡 洋二、前之園 晴廣／第4の審判：井上 知大

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

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 ○2-0
9 4月30日（日） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 ○1-0

10 5月6日（土） 14:00 日立柏 セレッソ大阪 ○1-0
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 ○2-1
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 ○2-0
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 ●1-2
5 5月10日（水） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 △1-1
6 5月24日（水） 19:00 日立柏 FC東京 ●0-1
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -

※1：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。※2：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。※3：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。

◆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 6月21日（水） 19:00 日立柏 ブリオベッカ浦安
3回戦 7月12日（水） - - 町田or大分

ラウンド16（４回戦）9月20日（水） - - -
準々決勝 10月25日（水） - - -
準決勝 12月23日（土･祝） - - -
決勝 1月1日（月･祝） - - -

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） ※3 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） ※3 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土）or10日（日）※1 ※3 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土）or17日（日） ※3 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝） ※3 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土）or10月1日（日） ※3 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土）or15日（日） ※3 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土）or22日（日） ※3 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） ※3 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） ※3 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日）※2 ※3 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） ※3 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　     大宮アルディージャ
2017 明治安田生命J1リーグ 第13節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

1 GK 加藤 順大
2 DF 菊地 光将 
3 DF 河本 裕之
4 DF 山越 康平
5 DF 沼田 圭悟
6 DF 河面 旺成
7 MF 江坂 任
8 FW ドラガン ムルジャ
9 FW ネイツ ペチュニク
10 FW 大前 元紀
11 FW 播戸 竜二
13 DF 渡部 大輔 
14 FW 清水 慎太郎
15 MF 大山 啓輔
16 MF マテウス
17 MF 横谷 繁 
19 DF 奥井 諒
20 DF 大屋 翼
21 GK 塩田 仁史
22 DF 和田 拓也
23 MF 金澤 慎 
25 DF 高山 和真
27 MF 黒川 淳史
28 MF 長谷川 アーリアジャスール
30 FW 藤沼 拓夢
32 GK 加藤 有輝
38 MF 山田 陸
40 MF 茨田 陽生 
44 MF 瀬川 祐輔 
47 MF 岩上 祐三
50 GK 松井 謙弥
※出場停止：なし



5月22日時点でのデータ
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M a t c h A n a l y s i s

提供：データスタジアム

5月22日時点でのデータ

柏レイソル VS 大宮アルディージャ



FOCUS——リーグ戦6連勝、その間は失点もわずかに2
と守備の安定が際立ちますが、以前と比べてどの
あたりが改善されたのでしょうか？

「こちらから仕掛ける守備になり、（中川）寛斗を
はじめ、前線から積極的にプレスに行けるよう
になりました。後ろも連動し、相手がうちの守
備を嫌がっている印象を受けます」
——開幕当初は誰が相手のボールホルダーに奪
いにいくのかがはっきりしませんでしたが、連勝中
はそこが明確になっています。

「開幕当初の守備がうまくいかなくて、選手たち
にも『なんとかしなければいけない』という気持
ちがありました。去年も連勝していた時は前線
から積極的に奪いにいけていたので、それを思
い出した感じです」
——オーガナイズをして待ち構える守備の仕方は、
キャンプ中に取り組んできました。ハイプレスと
オーガナイズの使い分けもできるようになってきた
と感じていますか？

「まだまだ高める必要はあるとは思いますが、で
きるようにはなっています。これから暑くなり、
引く時間帯も出てくると思うので、そこでどれだ
け我慢できるかが大切になってきます。奪いにい
くところとオーガナイズするところを使い分けな
がらやっていきたいと思います。今は際どい場
面も（中村）航輔に助けられていますが、苦しい
時間帯を耐えれば点は取れるので、チームで守
れるようになっているというのは大きいですね」
——直近の2試合では、FC東京とジュビロ磐田
は前線のターゲットへロングボールを入れてきまし
た。それはレイソルの守備がハマっていることで「相
手に蹴らせている」という感覚の方が強いですか？

「そうですね。フリーで狙ったところに蹴られる
というよりは、寛斗やクリスのプレッシャーのお
かげで、相手が苦しくなって蹴らせています。後
ろもラインを上げて、相手の FWの自由を奪え
ているので、ディフェンスラインも競りやすいし、
ボランチも長いボールが来るとわかっているか
ら、あらかじめ予測できてセカンドボールが拾え
るようになっています。良い循環になっていると
思います」
——今は中村選手のビッグセーブがあり、連勝中
は全て先制点を奪えています。今後は先に失点す
る試合も出てくると思うので、その時に冷静にプ
レーできるかが上位進出のポイントになりそうで
す。

「もし先制されたり、リードされた時にチームが
どう動くかは重要になると思います。ベテランや
中心選手を含めて立て直せるようにして、去年
のように先制されたからといって崩れないように
対処していきたいと思います」
——鎌田選手は2試合連続スタメン出場で、良
いパフォーマンスを見せられたのではないでしょう
か？

「落ち着いてプレーできています。去年はまだレ
イソルのサッカーに戸惑いがあり、それに慣れ
るまでに1年かかってしまいました。今年はやり
方をつかみ、試合で出せるようになり、それで
さらに周りが見えるようになりました。シン（中
谷進之介）や（中山）雄太を見て勉強になる部分
はあるし、周りが俺の特徴を把握してくれたとい
うのもあります。タニくん（大谷秀和）とは長く
やっているし、（手塚）康平とは去年、サブチーム
で一緒にプレーする機会が多かったので、自分

がボールを持った時に顔を出してくれるから、す
ごくやりやすいです」
——今節は7連勝を懸けて大宮アルディージャと
対戦します。

「調子が出ていないですが、レッズにも勝ってい
ますし、Jリーグには楽な試合はひとつもないの
で、今まで通り前からプレスをかけて、相手の
嫌がることをやり続ける試合になると思います。
その次にレッズ戦もありますが、先のことをあ
まり考えずにまずは目の前の試合に集中します。
このリーグ戦のホーム 2 連戦はどうしても勝ちた
いですし、今の勢いは大事にしていきたいです。
アルディージャは守備から入ってくると思うので、
カウンターを受けた時にできるだけ早く潰し、逆
にこちらが分厚い攻撃を繰り返していければ相
手も嫌がると思います。カウンターが効き始める
と相手のペースになってしまうので、全体でリス
ク管理をしながら、点を取りきって、勝点 3を取
りにいきたいです」
——今節はACL出場組の試合がないため、レイ
ソルは勝てば暫定ながら首位に立ちます。

「でも選手はあまり気にしていないですよ（笑）。
34 試合が終わった時にどこの順位にいるかが大
事なので、選手としては目の前の試合に全力を
尽くすというのは変わらないです」
——サポーターにメッセージをお願いします。

「ACL 出場権獲得に向けてチームが成熟し、勢
いだけじゃなくて1試合 1試合積み上がっている
と思います。選手は結果で示さなければいけな
いと思うので、ぜひそういう結果にこだわる姿
勢を見てほしいですし、同時にスタジアムで何か
を感じてもらえればと思います」

鎌田次郎
2DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

鎌田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。

♬

 Jiro 
KAMATA



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。

連 勝 は意 識せ ず、
平常心…と思いつつ、
そんなの無理な話！
ひゃっほー！ 浮かれ
ると き は 浮かれ る の
だー！ 勝って7連勝
狙え、レイソル☆

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！「リストバンド」
 「ベーシックTシャツ」などが新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

かしわのからあげ
500円

　ベーシック
　　Tシャツ
　　　¥2,160
　　サイズ：
　130、150、
S、M、L、LL

リストバンド（背番号）
¥864 
サイズ：約 80×80mm

メッシュキャップ（ベーシック）
￥3,024 ／￥2,916

サイズ：フリー／ Jr.フリー

⓭「侍」

大きめにカットした
もも肉の揚げたての
からあげはサクサク
で中はジューシー！ 
一度食べたら病みつ
き間違いなし！

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A クラブユース SC相模原 11:00 住金グランド
U18B - - - -
U15 TM レイソルTOR 18:30 日立柏グランド
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 TR - 10:00 -
U11 TR - 10:00 -
U10 TR - 10:00 -

★5月27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 TM 日体大柏高校 13:15 日体大柏高校グランド
U18B OFF - - -
U15 OFF - - -
U14 TM ブリオベッカ浦安 10:00 日立柏グランド
U13 TM 川崎フロンターレ 10:00 等々力
U12 TM ファナティコス 12:00 日立柏グランド
U11 プレミア千葉 Wings　ヴィトーリアス 9:00 アーセナル市川グランド
U10 TM ファナティコス 12:00 日立柏グランド

★5月28日（日）

表
（共通）



　シーズンの約3分の1を消化した時点で、
リーグ戦は3試合、ルヴァンカップは4試合
と、すでに公式 戦7試合に出場。そのうち5
試合はスタメンと、古賀太陽はルーキーにし
ては異例のスピードで出場機会を重ねてい
る。
　例えば、今季J1通算300試合出場を達成
したキャプテンの大谷秀和のルーキー時代
は、シーズンを通じて公式 戦9試合の出場
だった。また、現在のレイソルの中核を務め
る中谷進之介と中山雄太にいたっては、中谷
はリーグ戦で5試合、中山はリーグ・カップ・
ACLを合わせて4試合である。当時の選手層
やチーム状況があるため、一概に比べられな
いとしても、中軸の選手たちとの比較によっ
て、古賀の数字がいかに突出したものかがわ
かると思う。
　古賀の特筆すべき点は、試合出場に対す
る意識の高さである。アカデミーの直属の先
輩である中谷や中山がプロ1、2年目から試
合に絡み、昨年はレギュラーとしてフルシー
ズンを戦ったことや、古賀と同級生で、現在
はU-20日本代表として韓国で開催されてい
るU-20ワールドカップに出場している堂安律
（ガンバ大阪）、冨安健洋（アビスパ福岡）
が、すでに高校生の時点でプロ契約し、Jリー
グの試合に出場していたことに大きな刺激を
受け、「1年目はプロの水に慣れる期間」とい
う甘えを持たずに、「1年目から試合に出なけ

れば話にならない」と、試合に対する意識を
抱いた。
　さらに試合で見せるパフォーマンスも堂々
としたもので、デビュー戦のJ1第2節のガン
バ戦こそ「内容が悪かった」と反省の弁を口
にしたものの、初めてスタメンに名を連ねた
続く第3節の川崎フロンターレ戦では、スター
トポジションは右SB、途中からC Bへポジ
ションを変えるユーティリティー性を発揮し、
3月15日のルヴァンカップ清水エスパルス
戦では本職の左SBで、ルーキーとは思えぬ
落ち着いたプレーを見せていた。3月下旬の
『左長内転筋肉離れ』により、今年の目標の
ひとつだったU-20日本代表の招集はならず、
レイソルでの出場も一時は離脱した。しかし
ケガからの復帰以降は、ルヴァンカップでフ
ル出場を続け、前節のジュビロ磐田戦では
終盤の大事な時間帯に、鎌田次郎に代わっ
てCBとして投入された。
　そして古賀は、24日のルヴァンカップFC東
京戦では、CBとしては初めてスタメンで出場
を果たした。
「今、（中山）雄太くんが（U-20ワールドカッ
プで）いないですし、CBも人数が多くはない
ので、どこかで自分が使われるタイミングが

来ると思っていたんですけど、そこで結果を出
して、アピールできなかったことはすごく悔し
い」
　古賀は試合後にそう言い、0−1の敗戦を心
底悔やんだ。やはりそこは1年目のルーキーで
ある、さすがに試合では経験不足を感じさせ
る対応が時折見られた。だがピーター・ウタ
カや前田遼一といったトップクラスのFWとの
マッチアップは、これからの成長を促す貴重
な経験となったはずだ。
「課題もありましたが、ビルドアップはしっか
りできていたので、できることとできないこと
がはっきりしました。でも十分CBでもやって
いける資質はあると思います」
　下平隆宏監督は古賀のプレーに及第点を
与えており、敗れたルヴァンカップの中にお
けるチームの大きな収穫となった。
　レイソルには、昨年の中谷、中山、現在の
手塚康平のように、若い選手が飛躍的に実
力を伸ばす土壌があり、古賀も間違いなくそ
こに絡んでくる。早ければ今季のうちに。

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月25日（日）vs札幌戦、7月2日（日）vs鹿島戦【5月28日（日）〜会員先行発売開始！】
【一般販売は6月3日（土）〜！】お早目にチケットをお買い求めください！

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。

太陽は昇る

Reysol  Report

ユニフォームスポンサー

クラブスポンサー

CSR（社会貢献）パートナーサプライヤー

We Support KASHIWA REYSOL 2017
アカデミースポンサー


