
レイソルのスタイルを貫き
フロンターレに真っ向勝負だ！！
　シーズンも佳境を迎え、今週は天皇杯と明治
安田生命J1リーグの双方で、川崎フロンターレ
と対戦する連戦となった。まず、25日に行われ
た天皇杯準々決勝では、レイソルが本来の姿を
取り戻し、1−0で勝利を飾った。
　中3日で迎える今回のリーグ戦では、フロン
ターレはMF中村憲剛、FW小林悠、MF三好康
児、DFエウシーニョら、天皇杯でスタメンを回
避した選手、もしくは欠場した選手が名を連ね、
フルメンバーで来ることが予想される。そのた

め下平隆宏監督も「相手の攻撃がワンランク、
ツーランクアップするのは間違いない」と警戒
心を強めているが、天皇杯では勇気を持ってビ
ルドアップを仕掛け、主導権を握ろうとしたよう
に「本来の自分たちのスタイルを思い出して、そ
れを突き詰めてやることは変わらない」と下平監
督は4日前の試合と同じプランを描いて準備を
進めている。
　ただ、勝ったとはいえ修正の余地はある。「僕
らのミスも多かった。そこは意識の部分でもある

ので突き詰めていきたい」（中川寛斗）。「ミスが
あったうち、一つは小林悠選手なら決められて
いたと思う。気を引き締めて臨みたい」（中山雄
太）。同じミスを繰り返すようでは、破壊力ある
フロンターレ攻撃陣の格好の餌食となってしま
うだろう。戦い方は不変でも、プレーの質を向上
させなければ勝利はついてこない。
　天皇杯で取り戻したレイソル本来のスタイル。
今回も怯まず、自分たちのサッカーを貫き、フロ
ンターレに真っ向勝負を挑む。

『DAZN』に加入して、クラブの強化費用に協力しよう！
加入はこちらから ▶▶▶ http://prf.hn/click/camref:1101l39gT
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［監督］ 鬼木 達［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 
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
コーチ／久野 智昭、米山 篤志

二階堂 悠、吉田 勇樹
GKコーチ／菊池 新吉
フィジカルコーチ／篠田 洋介

　第28節のセレッソ戦以降、3試合連

続得点でフロンターレの3連勝に大き

く貢献している。俊敏性に長け、鋭い

動き出しと優れた駆け引きで相手ディ

フェンダーを上回る一連のプレーは圧

巻。ボックス内での得点感覚だけでな

く、第29節のベガルタ戦で見せた2本

のミドルシュートのように、遠目からで

も射抜くシュート力と技術を持ち合わ

せている。現在リーグ戦で18得点を挙

げ、得点王を射程に捉える国内屈指の

ストライカーだ。

川崎／11FW 小林悠Stop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年10月22日（第30節）現在

予想スターティングメンバー

2017.10.29 SUN 日立柏サッカー場 16：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：猿沢 茂

アセッサー：長田 和久
主審：飯田 淳平／副審：武部 陽介、作本 貴典／第4の審判：藤田 和也

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） 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○3-2
準々決勝 10月25日（水）19:30 等々力 川崎フロンターレ ○1-0
準決勝 12月23日（土･祝）15:05 等々力 横浜F･マリノス -
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 △0-0
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス ○4-1
23 8月19日（土) 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
24 8月26日（土） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 △1-1
25 9月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ ○2-1
26 9月16日（土） 19:00 日産ス 横浜F･マリノス △1-1
27 9月23日（土･祝）16:00 日立柏 FC東京 ○4-1
28 9月30日（土） 16:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 ●0-1
29 10月14日（土） 13:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌●0-3
30 10月21日（土） 14:00 NACK 大宮アルディージャ △1-1
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  　     川崎フロンターレ
2017 明治安田生命J1リーグ 第31節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

1 GK チョン ソンリョン
2 DF 登里 享平
3 DF 奈良 竜樹
4 DF 井川 祐輔
5 MF 谷口 彰悟
6 MF 田坂 祐介
7 DF 車屋 紳太郎
8 MF 阿部 浩之
9 FW 森本 貴幸
10 MF 大島 僚太
11 FW 小林 悠
13 MF 三好 康児
14 MF 中村 憲剛
16 MF 長谷川 竜也
17 DF 武岡 優斗
18 DF エウシーニョ 
19 MF 森谷 賢太郎
20 FW 知念 慶
21 MF エドゥアルド ネット
22 FW ハイネル
23 DF エドゥアルド
24 GK 安藤 駿介
25 MF 狩野 健太
26 DF タビナス ジェファーソン
27 FW 大塚 翔平
28 DF 板倉 滉
29 DF 舞行龍ジェームズ
30 GK 新井 章太
31 GK ポープ ウィリアム
32 MF 田中 碧
33 MF 脇坂 泰斗
34 MF 守田 英正
35 MF 三笘 薫
41 MF 家長 昭博 
※出場停止：エドゥアルド ネット

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 鹿島 64 30 21 1 8 20

 2 川崎 62 30 18 8 4 32

 3 横浜FM 55 30 16 7 7 12

 4 C大阪 54 30 16 6 8 17

 5 柏 54 30 16 6 8 14

 6 磐田 51 30 14 9 7 18

 7 浦和 46 30 13 7 10 12

 8 鳥栖 44 30 12 8 10 0

 9 G大阪 41 30 11 8 11 9

10 神戸 41 30 12 5 13 -1

11 FC東京 38 30 10 8 12 -3

12 仙台 36 30 10 6 14 -11

13 札幌 34 30 9 7 14 -11

14 清水 30 30 7 9 14 -17

15 甲府 28 30 6 10 14 -15

16 広島 27 30 6 9 15 -17

17 大宮 24 30 5 9 16 -23

18 新潟 16 30 3 7 20 -36



10月23日時点でのデータ
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10月23日時点でのデータ

柏レイソル VS 川崎フロンターレ



FOCUS——前節の大宮アルディージャ戦は、終盤に追い
つかれる悔しい引き分けになりました。

「前半と後半の始めまでは悪くなかったと思いま
すが、そこで追加点が取れずに、相手が前にプ
レッシャーをかけてきて、ケガ人が出てしまう
アクシデントもあって消極的になってしまいまし
た。その前の F・マリノス戦を見て、終盤になれ
ばアルディージャがパワープレーに出てくること
は予想していましたし、その時には（鎌田）次郎
さんを入れて守るというプランも持っていました
が、最後に失点してしまったことは自分たちの課
題です」
——この引き分けによってACL圏外の5位にまで
順位を落としました。

「タニくん（大谷）とも話をしましたが、抜くこと
もあれば抜かれることもある。現状を受け止め
て、今自分たちができることは何か。上位に食
らいつくこと、試合の運び方、練習に向かう姿
勢は選手同士でも話し合っています。最終的に
大事なのは結果。まだリーグ優勝の可能性がな
くなったわけではないし、3 位以内は十分狙え
ます。残り4 試合、今までやってきたことを信じ
てやっていこうと思います」
——ただ、天皇杯準々決勝の川崎フロンターレ
戦ではレイソルらしい戦いができました。

「もう一度、自分たちのサッカーを再確認して、
今の状況を打開するためには何が必要なのか、
自分たちがやりたいサッカーは何なのかをチー
ム全体で話し合って、レイソルのサッカーを 90
分間やり通すという結論に至りました。相手が
プレッシャーをかけてきても逃げずに真っ向勝
負を挑む。それをフロンターレ相手にやるという

ことで、自分たちがやりたいサッカーを 90 分で
きたと思いますし、大きな勝利だと感じました」
——フロンターレの印象はいかがですか？

「やっぱり攻撃力が高い。でも、自分たちもそ
れに負けないぐらいの攻撃力を持っていますし、
そこの戦いになると思います。だからこそフロン
ターレの攻撃を止める守備が大事になってきて、
一瞬でも気を抜けばやられてしまいますし、前
節のように最後の最後に試合が決まることもあ
るので、試合終了の笛が鳴るまで、選手一人ひ
とりが責任を持ってプレーしなければいけない
と思います」
——フロンターレは攻撃に出てくる分、レイソルの
長所も生かせると思うのですが？

「それは間違いないですね。自分たちも前に行く
チームですし、レッズやガンバと対戦したときの
ように、出てくるチームのパワーに負けずに、自
分たちも出ていければチャンスはあると思いま
す。天皇杯同様、リーグ戦も負けたら取り返し
のつかないところに来ています。苦しいなかでも
自分たちの本当の強さを見せられれば今後に生
きてくると思いますし、本当の意味で強豪と呼
ばれるチームになるためにも、そこを意識して戦
いたいと思います」
——昨年のレイソルは終盤に失速しました。昨年
と違う姿を見せるためにも、今季の新加入である
小池選手としては「自分のプレーで流れを変える」
という思いがあるのでは？

「気負うほどではないですが、今年入ってきた分、
『昨年とは違う』と思われたいというのは僕だけ
じゃなく、ソギョンやハモンも思っていると思い
ます。でも自分一人が何かをしようと思いすぎる

とチームの歯車が狂ってしまうでしょうし、自分
は自分のできることをやろうと心がけています。
僕は点を取る選手ではないので『自分が点を取っ
てチームを勝たせよう』ではなく、点を取れるク
リスやハモンに気分良く仕事をしてもらうために、
彼らを助けるプレーでチームに貢献したいと思っ
ています。人一倍走る、集中を切らさないで 90
分間やり通す、守備で頑張る。そういうところ
をやっていきます」
——小池選手は序盤から主力としてプレーしてい
ますが、個人的に今シーズンを振り返ってどのよ
うな印象ですか？

「J1の試合数を重ねるごとに経験も積み重ねて
いますが、自分としてはまだまだ物足りないです。
今シーズンに限らず、チームにどれだけ必要とさ
れる選手になれるか、他の選手にない部分を追
い求められるか、足りないところを伸ばせるか、
それはレノファ時代から変わらずやり続けてい
ることです。このシーズンだけじゃなくて、サッ
カー人生を通して、自分がやっていて良かったと
思うことをやり続けていきたいと思っています」
——残り4試合に向けての意気込みと、サポー
ターへのメッセージをお願いします。

「今のこの順位は今まで自分たちがやってきた結
果ですが、この先優勝やACL 圏内に入っていく
のは自分たち次第だと思っています。サポーター
の皆さんの期待に応えなければいけないです
が、不甲斐ない試合をしているときもあります。
でも最後にサポーターの皆さんに『今シーズン
は良かった』と思ってもらえるようにと選手全員
はやっています。最後まで自分たちを信じて一
緒に戦ってください」

小池龍太
13DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

小池選手が
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。
   14:40頃の予定です。

♬

Ryuta KOIKE



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。

天皇杯に続いての川
崎戦…！水曜の あ
の勝ちをバネに、残り
すべての試合勝てる
よう後押ししていきま
しょー☆今日は日立台
で、絶対勝つ！

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

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！
大盛りオムそば 
650円

⓫「ブラウンシュガー」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A Jユース 湘南ベルマーレ 10:30 時之栖
U18B OFF - - -
U15 OFF - - -
U14 OFF - - -
U13 OFF - - -
U12 CTC ヴィヴァイオ船橋B 10:00 柏
U11 ミッドランド - 終日 名古屋
U10 TR - 11:00 -

★10月29日（日） TR＝トレーニング、TM＝練習試合

試合 日程 対戦相手 時間 場所

ラウンド16 2017年10月29日（日） 湘南ベルマーレユース 10:30 時之栖 
準々決勝

進出の場合 2017年11月5日（日） 未定 11:00 NACK

準決勝進出
の場合 2017年11月12日（日） 未定 14:00 金鳥スタ

決勝進出
の場合 2017年11月19日（日） 未定 未定 長野U

★2017Jユースカップ　第25回Jリーグユース選手権大会
　柏レイソルU-18試合日程　※出場全クラブによるノックアウトステージ

◎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！ 「MA-1ジャケット」、
「プルオーバーパーカー」、「フリースブランケット」、
「ぬいぐるみパスケース」「ボアリュック」発売開始！

Reysol Goods!

『焼き立て大盛りのソース
焼きそば』を『焼き立てふ
わとろ卵』で包みました☆
トッピングの当店オリジ
ナルソースとマヨネーズ
はふわとろ卵との相性抜
群です♪
皆様のご来店をお待ちし
ております！

MA-1ジャケット
¥7,452

ぬいぐるみ
パスケース

¥2,700

ボアリュック
¥6,696

プルオーバーパーカー
¥7,344

フリースブランケット
¥4,860

表 裏



「今日はリードしたとしても意地でもつなげ」
　川崎フロンターレとの天皇杯準々決勝に
勝利した直後の記者会見で、下平隆宏監督
は選手にそう指示を出し、真っ向勝負を促
したことを明かした。
　レイソルは直近のリーグ戦3試合、ヴァン
フォーレ甲府、北海道コンサドーレ札幌、大
宮アルディージャという残留争いの渦中に
あるチームとの対戦で2敗1分と不甲斐ない
成績に終わった。この3試合の結果により、
優勝争いからも脱落することになった。
　内容的にもレイソルらしさが見られず、コ
ンサドーレ戦では、相手の高さを警戒するこ
とが、かえってコンサドーレの土俵で勝負す
る形になってしまい、後半はロングボールを
蹴り込むだけの展開へと陥った。コンサドー
レの四方田修平監督は“レイソル対策”とし
て、あえて厚別公園競技場での試合をクラ
ブ側に申し出たという。相手が嫌がっていた
のは、間違いなくレイソルがパスをつなぎ、
プレッシャーを回避しながら攻め込んでくる
こと、そしてボールを失った瞬間に前線から
強烈なプレスを仕掛けてボールを奪いにくる
ことだった。結果論になってしまうが、レイ
ソルらしいスタイルを貫いていたなら、また
違った結果にできていたかもしれない。
　続くアルディージャ戦は、途中までは悪く
なかったものの、ヴァンフォーレ戦、コンサ
ドーレ戦の“連敗”という結果が選手のメ

ンタリティーに大きな影響を及ぼした。1点
リードしてからは「勝ちたい」という気持ち
が先行し、全体のラインが下がり、パスをつ
ないで前へ出ていくことを避け、後半途中か
らはマイボールにしてもロングボールを蹴っ
て逃げるばかり。逆にそれがアルディージャ
にセカンドボールを奪われる原因になり、終
盤のパワープレーと同点弾につながってし
まった。
　天皇杯のフロンターレ戦の前々日、下平監
督は囲み取材の場で、それらの試合結果を
受けて勝てなかった原因を分析していた。
「そもそも自分たちのスタイルを放 棄して
しまったことが勝てなかった原因。選手に
は『自分たちのやるべき道をやっていかな
かったら、あの場は勝てたかもしれないが
先はない。ああいう緊迫した状況でも俺ら
はボールをつなげるし、他のチームとの違
いを見せていかなくてはいけない』というの
を再認識させ、それを意識して練習をやりま
した」
　そしてそれが、冒頭の「意地でもつなげ」
という言葉と結びついていく。
　天 皇杯では、選手たちは相手のプレッ
シャーに臆することなく、勇気を持って自陣

からパスをつなぎ、前へ出ていこうとした。
中村航輔の冷静なビルドアップ、中川寛斗
の中盤でボールを引き出す動き、これらは
彼らがU-18時代に頻繁に見せていたプレー
であり、試合を見ながら「よくこういうプレー
をしていたな」と懐かしささえ感じた。
　今回のフロンターレとの一戦も、レイソル
は勇気を持ってビルドアップを仕掛け、自分
たちのスタイルで真っ向勝負を挑む。それが
できず、押し込まれたときにはじめて「この
試合に勝つためには何が必要か」という臨
機応変な戦い方が求められることになる。
「自分たちのサッカーができなければ勝て
ない」ようでは強いチームにはなれない。大
谷秀和や栗澤僚一は常 「々自分たちのサッ
カーができないときにどう勝つか」と強い
チームの定義を話している。結果を出すた
めに、自分たちのサッカーができないときの
術を持つ必要は間違いなくある。確かにそ
のバランスは難しいかもしれないが、自分た
ちのサッカーは絶対に忘れてはいけない。

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！

 11/18vs磐田戦、12/2vs広島戦 チケット発売中！
残りわずか！ お早めに

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。

勇気を持つということ

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


