
真夏の反攻が始まった
ホーム日立台で連勝だ！！
　前節は、チームに攻撃意識を再確認させた下
平隆宏監督の采配が的中し、サイドを使った迫
力のある攻撃でヴィッセル神戸を3−1と逆転で
下した。リーグ戦ではこれが4試合ぶりの白星と
なり、レイソルは順位を3位まで上げた。
　前半戦同様、ヴィッセル戦の勝利をきっかけ
に連勝を狙うレイソル。今節の対戦相手は開幕
戦で辛くも競り勝ったサガン鳥栖である。最近
の試合では、エースのFW豊田陽平を軸にした
布陣だけではなく、FW趙東建、FW田川亨介、

FWビクトル・イバルボなど、対戦相手や試合状
況に応じて前線の組み合わせを変えながら戦う
多彩さを見せている。それだけに出方が読めず、
「もともとビルドアップの意識を持ったチーム。
こちらの守備が疎かになると、その穴を突かれ
る」と下平監督の警戒心は強い。それでいて空
中戦の強さ、球際の激しさ、守備の堅さは変わら
ない。昨季の日立台での対戦で敗れた試合のよ
うに、シンプルに前線へ入れたロングボールか
ら局面を打開する術を持ち合わせているとあっ

て、レイソルがボールを握る展開へ持ち込んだ
としても、サガンの一発には終始警戒を怠って
はならない。
　だがレイソルは、前節のヴィッセル戦では立
ち上がりに先制こそ許したものの、守備陣はFW
ポドルスキを封じ、好調の攻撃陣が3得点を挙
げて、攻守のバランスの取れた試合を見せた。3
試合勝ち星がなかった時期の課題も修正し、調
子は間違いなく上向きだ。真夏の反攻へ向け、
ホーム日立台で連勝を飾る。

R e y s o l  W i n n i n g  G u i d e
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［監督］ マッシモ フィッカデンティ［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
15 MF キム ボギョン
16 GK 滝本 晴彦 
17 MF 手塚 康平 
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：手塚 康平
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

　ここ2試合連続スタメンでフル出

場、サガンの連勝に貢献している。レイ

ソル在籍時代には、ナビスコカップ決

勝で負傷した膝から高速クロスによっ

て決勝弾をアシストし、8ヵ月ぶりの復

帰戦では右足一閃の得点でスタンドを

沸かせた熱き闘志を持つ選手だ。昨季

の日立台の対戦では負傷により途中

交代となっただけに今回の試合に懸け

る意気込みは相当強いはず。レイソル

の攻撃を牽引するクリスティアーノの

前に、この男が立ちはだかる。

鳥栖／8DF 藤田優人Stop the Key Player
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2017年08月05日（第20節）現在

予想スターティングメンバー

2017.08.09 WED 日立柏サッカー場 19：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：大澤 隆

アセッサー：柿花 和夫
主審：村上 伸次／副審：田中 利幸、小椋 剛／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 ○4-2
14 6月4日（日） 19:00 日立柏 浦和レッズ ○1-0
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 △0-0
16 6月25日（日） 19:00 日立柏 北海道コンサドーレ札幌 ○2-1
17 7月2日（日） 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ ●2-3

◆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 ●1-2

◆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 ○1-0
3回戦 7月12日（水） 19:00 大銀ド 大分トリニータ ○2-0

ラウンド16（４回戦）9月20日（水） 未定 未定 ガンバ大阪 -
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 ●1-2
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 △1-1
20 8月5日（土） 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 ○3-1
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) 19:00 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土） 19:00 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝）16:00 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土） 16:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土） 13:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土） 14:00 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） 16:00 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） 14:00 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日） 13:00 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） 14:00 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　     サガン鳥栖
2017 明治安田生命J1リーグ 第21節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

Staff
コーチ／ブルーノ コンカ
コーチ／竹元 義幸
コーチ／木谷 公亮
コーチ／金 正訓
GKコーチ／高嵜 理貴
フィジカルコーチ／アルベルト マシーア

1 GK 赤星 拓
2 DF 三丸 拡
4 MF 原川 力
5 DF キム ミンヒョク
6 MF 福田 晃斗
8 DF 藤田 優人
9 FW 趙 東建
11 FW 豊田 陽平
12 GK 辻 周吾
13 DF 小林 祐三
14 MF 高橋 義希
15 DF 鄭 昇炫
18 FW 富山 貴光
20 MF 小川 佳純
22 FW 池田 圭
23 DF 吉田 豊
25 MF 安 庸佑
27 FW 田川 亨介
28 MF 石川 啓人
29 MF 谷口 博之
30 GK ファンティーニ 燦
32 FW ビクトル イバルボ
33 GK 権田 修一
35 DF 青木 剛
40 FW 小野 裕二
41 DF 倉員 宏人
42 DF 藤松 航矢
43 MF 森山 真伍
50 MF 水野 晃樹 
※出場停止：なし

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 C大阪 44 21 13 5 3 21

 2 鹿島 43 20 14 1 5 14

 3 柏 38 20 12 2 6 10

 4 横浜FM 37 20 11 4 5 10

 5 川崎 36 20 10 6 4 13

 6 G大阪 35 20 10 5 5 14

 7 磐田 34 20 10 4 6 12

 8 浦和 30 21 9 3 9 9

 9 鳥栖 30 20 8 6 6 1

10 神戸 29 20 9 2 9 -2

11 FC東京 27 20 7 6 7 3

12 清水 22 20 5 7 8 -5

13 仙台 22 20 6 4 10 -15

14 甲府 19 20 4 7 9 -11

15 札幌 19 20 5 4 11 -12

16 大宮 16 20 4 4 12 -18

17 広島 14 20 3 5 12 -15

18 新潟 9 20 2 3 15 -29



8月1日時点でのデータ
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8月1日時点でのデータ

柏レイソル VS サガン鳥栖



FOCUS——前節のヴィッセル神戸戦は、ディエゴ選手に
とってリーグ戦では14試合ぶりのスタメン出場で
したが、貴重な同点ゴールを挙げ、チームも逆転
勝利を収めました。

「同点の場面で、クリスが自分本位にプレーをす
るのではなく、味方にパスを出してアシストをし
たのは、彼の優れた人格の証だと思います。あ
あいう形で得点を決め、チームの勝利に貢献で
きたことは嬉しく思います」
——リーグ戦では3試合勝利から遠ざかっていま
したが、ヴィッセル戦の内容の伴った形での勝利
はどのような意味を持ちますか？

「自信を取り戻すという意味で大きなゲームにな
りましたし、ああいった流れで逆転してゲームを
終えられたヴィッセル戦の結果は、今後に向け
ても良い弾みになると思います。我々のチームに
はそれだけの潜在能力があるという証にもなっ
たのではないでしょうか」
——リーグ戦はシーズンの半分以上を消化しまし
た。ここまでを振り返った感想は？

「シーズン初めは苦しい時期もありましたが、な
んとか勝利を重ねて首位にも立ちました。しか
しその後、勝点を落として順位を下げてしまった
のはもったいなかったと思います。ただ、自分
たちのクオリティーには自信を持っていますし、
我々はタイトルを狙っているので、このまま続け
ていけば間違いなく首位に返り咲くことはできる
と思います」
——レイソルは若いチームです。順位を下げてし
まった原因の一つには、若さゆえの経験不足も挙
げられるかと思います。

「確かに Jリーグの他のチームと比べると若い

チームであるのは間違いないですが、だからと
いってクオリティーが低いわけではなく、逆にク
オリティーの低い選手はレイソルにはいません。
技術の高い選手が経験を積んでチームは成長し
ています。昨年から今年にかけても、今年だけ
を見ても大きく成長しています。ネガティブな結
果になった試合もありましたが、頭を下げず、目
標である優勝へ向けて一歩ずつ進んでいくこと
が大事なので、これからもトレーニングに励んで
いきたい」
——ディエゴ選手は、今季は攻撃の切り札として
途中出場が多くなっています。スタメンと途中出
場では違いがあるのでは？

「日々のトレーニングから全力でやっています
し、昨年と比べればスタメンで出る機会は少な
くなっているかもしれませんが、いつでも出場す
る準備はできています。僕は常に全力を尽くし、
試合に出た時はチームの勝利に貢献することだ
けを意識してプレーしています。スタメンで出て
いない時でも注意深く相手の動きを分析しなけ
れば試合では良いプレーはできません。スタメ
ンでも途中出場でも、大切なのは日々のトレー
ニングでどれだけ良い準備ができるか。そういう
意味では自分の役割は変わりありません」
——今節はサガン鳥栖と対戦します。印象はいか
がですか？

「ホームであれ、アウェイであれ、サガンはレイ
ソルにとって常に難しい相手。開幕戦では勝つ
ことができましたが、あの試合も先制された難
しい試合になりました。今回もホームだからと
いって簡単な試合にはならないでしょう。開幕
戦の勝利は一旦忘れて、改めてこの試合に向け

て集中して準備をしなければ足元をすくわれてし
まいます。サガンは球際が強く、前線にも後ろ
にも屈強な選手が揃い、堅い守備を誇るチーム。
自分たちがどうやって攻撃のリズムをつけて流
れをつかんでいくかによって試合展開が変わって
くると思います。ホームで戦えるアドバンテージ
を生かしながらも、集中を切らさずに戦わなけ
ればいけません」
——新戦力ではキム・ボギョン選手が加わりまし
た。ディエゴ選手は前線でコンビを組んでいます
が、攻撃のリズムをつけていくためには、ディエ
ゴ選手とキム・ボギョン選手の関係性が鍵になり
そうですね。

「見てわかるとおり、ボギョンはかなり高いクオ
リティーを持った選手です。レイソルにとって間
違いなくプラス材料ですし、一緒にプレーをし
てやりやすさを感じます。サガンとの試合でも
彼はチームの助けになってくれるでしょう。コン
ビネーションのところだけではなく、選手交代、
ポジションチェンジの部分でも、ガラリとチーム
スタイルを変えられることができます。攻撃の幅
は以前よりも広がったと思います」
——シーズンも後半戦へ突入しました。今後への
抱負と目標を聞かせてください。

「タイトルへ向かって全力で取り組んでいきます。
ただ、先ばかりを見ても仕方ないので、まずは
目の前の試合に集中し、そこで結果を得ること
で自分たちの目指している優勝へ近づけると思う
ので、トレーニングからやるべきことをしっかり
やっていき、最後は優勝にたどり着きたい。そし
てシーズンが終わった時に、サポーターの皆さ
んと一緒に喜びを分かち合いたいと思います」

11FW

プレイヤーズ
リコメンドソング

ディエゴ選手が
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。

♬

Diego Oliveiraディエゴ
オリヴェイラ



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。

前 節 の 劇 的！さ い
こー！な勝利の勢い
をそのままに、水曜も
日立台で 弾 け まくる
ぞーー！夏の気温以上
の熱い試合で、快勝
しちゃいましょう☆

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

タオルマフラー（柏から世界へ）
¥1,620

扇子
¥1,620

光る！LED+ICカード
¥1,620

◎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！「タオルマフラー（柏から世界へ）」
「扇子」など3商品発売開始！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

レイソルラッシー
300円
太陽のスパイススカッシュ
300円

❽「ボンベイ×日立台カリーぶ」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 15:00 -
U18B TR - 15:00 -
U15 TR - 10:00 -
U14 - - - -
U13 - - - -
U12 TR - 15:00 -
U11 - - - -
U10 - - - -

★8月12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 TR - 13:00 -
U18B TR - 13:00 -
U15 - - - -
U14 - - - -
U13 TM RIP ACE 10:00 日立柏グラウンド
U12 TM Wings 15:00 日立柏グラウンド
U11 - - - -
U10 - - - -

★8月13日（日）

暑い熱いぞ日立台！ 
そんなときはレイソル
ラッシー&太陽のスパ
イススカッシュで喉を
潤そう！ 日立台オリジ
ナルスパイスブレンド
が秀逸な一品。



　ヴィッセル戦の戦いで特筆すべき点は、
レイソルが攻撃意識を貫き、その結果として
3得点を奪って勝ち切ったことにある。特に
レイソルで初スタメンを飾ったキム・ボギョ
ンは、まだチームに加わって2試合をこなし
たばかりで、当然真価を発揮したとは言え
ないにしても、高いポテンシャルの片鱗は
随所に見せつけた。前線でコンビを組んだ
ディエゴ・オリヴェイラは、キム・ボギョンと
の連携について「やりやすさを感じている」
と振り返っており、「攻撃の幅が広がる」と
いう言葉からは、今後のレイソルの攻撃がさ
らなる進化形態を迎える予感を抱く。
「相手からしたら嫌なところにポジションを
取り、時間を作れる。相手の嫌なことを知っ
ている選手なので、ボールの置きどころ、ス
ペースへ運ぶドリブルも含め、ボールをコン
トロールしながらゲームもコントロールでき
る選手。良いアクセントになっている」（下
平隆宏監督）
　まるでレイソルのアカデミー出身と言わん
ばかりのスペースへ入る絶妙のタイミング。
そこで味方からボールを引き出し、パスでリ
ズムを加えるだけにはなく、キム・ボギョン
の場合は自らドリブルで切り込むスキルが
あれば、長めのレンジからでも狙える左足
がある。高めの位置でボールを持った際の
選択肢は豊富という印象だ。
「練習試合でボギョンとは2回ぐらい組みま

した。すごく良いポジションに顔を出して、
キープ力もあるし、問題なくやれると思い
ます。ボールを持った時のアイデアもありま
すし、ボギョンに簡単に縦パスを入れて、ボ
ギョンのやりやすい状況を後ろから作って
いきたいと思います」（小林祐介）
　だからと言って、周囲がキム・ボギョンに
気を使い、無理に合わせているわけではな
く、小林は「自分がなんとなくワンタッチで
出したい時に顔を出してくれるので、やりや
すい」とも話している。先述の「攻撃の幅が
広がる」というディエゴの見解をさらに掘り
下げれば、例えば以前はキム・ボギョンの役
割を担っていた選手が、その役目を彼に任
せ、自分は次のアクションへ移せるメリット
が生じるということだ。以下は、それを象徴
する武富孝介の見方である。
「ボギョンはボールが収まるし、パスも出て
くるので、動き出すだけでいいというのは
チーム全体で理解しています。ボギョンが
顔を上げたら崩せるような動きをしていきた
い。これからは自分が裏抜けをして、ボギョ
ンからスルーパスが出てくる場面が増える
のかなと思う」
　これは武富の限ったことではなく、クリス

ティアーノやディエゴにも同様のことが言え
る。昨季二桁得点を記録したレイソルが誇
るアタッカー2人が、よりゴールに近い位置
でプレーする局面が増えれば、自ずとゴー
ルの数は増えるであろうし、クリスティアーノ
とディエゴもまた、ボールを運ぶ能力に長け
た選手であるため、逆にキム・ボギョンが彼
らからパスを受けて深い位置を取る攻撃も
見られるだろう。さらに中盤に降りてパスを
供給できることから、キム・ボギョンとポジ
ションチェンジをした大谷秀和が、前線のス
ペースへ飛び出し、相手の虚を突いた攻撃
という形も見られるかもしれない。
　新加入選手が加わり、単にチームの戦力
的な上積みが「+1」になるのではなく、相乗
効果を生み出し、チーム力が2倍にも３倍に
も膨れ上がる。そんな期待を抱かせるキム・
ボギョンの存在。彼の完全フィットが待ち遠
しい。

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！

 8/26vs新潟戦、9/23vsFC東京戦、
9/30vs甲府戦 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
柏市まちづくり公社
柏駅前通り商店街振興組合
流通サービス
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
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。

キム・ボギョン加入の相乗効果

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


