
ACL出場権を掴むために！
課題克服の成果を見せる！
　2週間の中断期間が終わり、いよいよリーグ
戦は大詰めを迎える。直近のリーグ戦4試合
で、勝点2しか積み上げられなかったレイソル
はACL出場圏外の4位。3位のセレッソ大阪と
は勝点2差のため、十分逆転できる位置につけ
てはいるものの、5位の横浜F・マリノス、6位の
ジュビロ磐田を含め、熾烈な争いが続く。
　そして今節は、ACL出場権を争うジュビロと
の直接対決となる。現在、ジュビロはリーグ戦
で6戦無敗と好調を維持しており、前節は同じく

ACL出場権を争うF・マリノスとの直接対決を
制した。第12節の前回対戦ではレイソルが勝利
を収めているが、「今のジュビロは攻守において
チームのやるべきことが共有されている」と大
谷が話すように、チームの成熟度が増したこと
で、前回対戦とは別のチームだと考えた方がい
いだろう。また、驚愕は総得点48のうち半数以
上の25得点をセットプレーから叩き出している
数字だ。MF中村俊輔という類稀なキッカーが
いるだけに、ペナルティエリア近辺での不用意

なファウルは極力避けなければならない。
　レイソルは大宮アルディージャ戦、川崎フロ
ンターレ戦における連続ドローの反省材料を見
つめ、中断期間はその改善に取り組んできた。
チャンスで追加点を奪えるか、自陣では相手の
クロスボールを跳ね返せるか。この試合は「課
題が克服できたと示すための絶好のチャンス」
（中川）でもある。ACL出場権の懸かるラスト3
試合。まずは目の前の試合に全力を尽くし、アジ
アへつながる勝利を掴む。

『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］ 名波 浩［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
ヘッドコーチ／鈴木 秀人
コーチ／中森 大介、田中 誠

小林 稔
GKコーチ／大神 友明
フィジカルコーチ／菅野 淳

　日本を代表するMFにして、試合を

コントロールする術に長けた名手だ。

現在のジュビロの好調は、中村の存在

によるところが非常に大きい。流れの

中ではチーム全体が中村にボールを

預けようとする意思が窺え、そこから

テンポを作り出そうとする。また、ジュ

ビロの総得点48のうち25得点がセッ

トプレーから生まれているのは、彼の

左足キックがあるからに他ならない。

この背番号10をどう抑えるかで、勝利

の確率が変わってきそうだ。

磐田／10MF 中村俊輔Stop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年11月5日（第32節）現在

予想スターティングメンバー

2017.11.18 SAT 日立柏サッカー場 14：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：石田 久行

アセッサー：大野 辰巳
主審：木村 博之／副審：八木 あかね、平間 亮／第4の審判：清水 勇人

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）14:40 埼玉 - -

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 △2-2
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  　      ジュビロ磐田
2017 明治安田生命J1リーグ 第32節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©Getty Images/J.LEAGUE

1 GK 八田 直樹
2 DF 中村 太亮
3 DF 大井 健太郎 
5 DF 櫻内 渚 
7 MF 上田 康太 
8 MF ムサエフ 
9 MF 太田 吉彰
10 MF 中村 俊輔 
11 MF 松浦 拓弥
13 MF 宮崎 智彦
14 MF 松本 昌也
15 MF アダイウトン 
16 FW 齊藤 和樹
18 FW 小川 航基 
19 MF 山田 大記
20 FW 川又 堅碁 
21 GK カミンスキー
23 MF 山本 康裕
24 DF 小川 大貴 
25 DF 大南 拓磨
26 MF 藤川 虎太朗
27 MF 荒木 大吾 
30 MF 上原 力也
31 GK 志村 滉
33 DF 藤田 義明
34 MF 針谷 岳晃
35 DF 森下 俊
36 GK 三浦 龍輝
37 FW 中野 誠也
38 MF 伊藤 洋輝（2種）
40 MF 川辺 駿
41 DF 高橋 祥平 
※出場停止：なし

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 鹿島 70 32 23 1 8 22

 2 川崎 63 31 18 9 4 32

 3 C大阪 57 31 17 6 8 18

 4 柏 55 31 16 7 8 14

 5 横浜FM 55 31 16 7 8 11

 6 磐田 54 31 15 9 7 19

 7 浦和 49 32 14 7 11 12

 8 神戸 44 31 13 5 13 0

 9 鳥栖 44 31 12 8 11 -1

10 G大阪 42 31 11 9 11 9

11 FC東京 39 31 10 9 12 -3

12 仙台 37 31 10 7 14 -11

13 札幌 34 31 9 7 15 -12

14 清水 31 31 7 10 14 -17

15 甲府 28 31 6 10 15 -16

16 広島 27 31 6 9 16 -18

17 大宮 24 31 5 9 17 -24

18 新潟 19 31 4 7 20 -35



11月6日時点でのデータ
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11月6日時点でのデータ

柏レイソル VS ジュビロ磐田



FOCUS——2週間の中断期間は、どのような取り組みを
行ってきましたか？

「Jリーグでは 4 試合勝ち星がないので、勝ちへ
の執着心や、そこからの逆算で何が足りなかっ
たのか、どうして失点してしまったのかという課
題と冷静に向き合ってきました。攻撃面では大
量得点が取れていないこと、終盤にかけての失
点が増えているなかで、失点したのならそれよ
り多く点を取る。また相手のスカウティングを超
えるものを僕らが持っていなかったことが勝て
なかった一番の原因だと思っています。両サイ
ドの攻撃と中央突破、その攻撃の質を突き詰め
てきたので、シュート練習でも一人ひとりの意識
が上がったと思いますし、守備面では失点場面
がパターン化されていたので、そこの修正も行っ
てきました。そのなかで予想される崩され方を
考え、僕らはどこでボールを奪い取ればいいか、
それを外されたらどこに戻るか。攻撃、守備を
通じて90 分の中の自分たちの作れる流れをもう
一度見直し、残り3 試合に向けて問題点を改善
しました」
——天皇杯の川崎フロンターレ戦では自分たちの
戦い方ができた結果、勝利を収めました。ただ、
リーグ戦で勝利を逃した試合では、自分たちの
戦い方ができなかったケースが多く見受けられま
す。

「天 皇杯では自分たちのプレーができました。
リーグ戦のフロンターレ戦は悪天候でしたが、
勝たなければいけない試合だったのに、チーム
として頭をクールにできず、順応性も出せません
でした。それは今年を通しての課題であると思
います。誰に頼るとかではなく、選手一人ひとり

が自立して、個人の能力を上げてゴールに迫る。
『調子の良いときならできる』ではなく、『調子が
悪いときに何ができるか』。人間は調子が悪い
ときこそ本質が表れると思いますし、そこにシー
ズンを通じて向き合いきれていなかったことが、
終盤になって出てしまったんじゃないかと思いま
す。良いときは勝てるけど、悪くなると勝てなく
なる、足踏みをしてしまうのはもったいない。こ
れが強いチームなら一度負けた後に切り替えて、
修正できていると思います」
——それを「若いチーム」の一言で片付けることは
簡単ですが、プロならばそれでも結果を残さなけ
ればいけません。選手たちにそういう自覚が出て
きていますか？

「そうですね。天皇杯のフロンターレ戦でタニく
ん（大谷）が欠場したときも、誰か一人が頑張る
というよりも、みんなが声を掛け合っていました
し、みんなで助け合ってという形が出てきました。
大黒柱がいないときには、たくさんの小さな柱
がしっかり支えるということができていました」
——今節の相手はジュビロ磐田です。レイソルと
は勝点差1の6位。ACL出場権争いの直接対決
になります。

「勝点差の近い相手なので、大切な試合になる
というのはみんなわかっています。ただ、その
試合をどれだけ普通にこなせるかが僕は大事だ
と思っていて、もちろんジュビロはレイソルの順
位をひっくり返そうとモチベーションを高めて臨
んでくると思いますが、そのメンタルをどうコン
トロールして、その裏をどう突くかが問われます。
ホームですし、僕たちのモチベーションはサポー
ターが与えてくれるので自ずと上がります。でも

パッとピッチを見て、ボールの動きを見て、試合
をコントロールして、シモさん（下平隆宏監督）
がやりたいサッカーを遂行して、僕たちが相手
のネットを揺らせるか。それを冷静に取り組むこ
とが一番大事だと思います」
——ジュビロの印象はいかがですか？

「セットプレーからの得点が多いですね。今年は
中村俊輔選手というキッカーがいて、そこに合
わせられる選手もいます。それだけじゃなくて
攻撃でも守備でもしっかりとしたラインを組んで
いて、隙のないチームという印象です。相手が
4 バックか3 バックかわかりませんが、僕らは 3
バックのチームへの相性が良くないので、今ま
で改善に取り組んできた分、それを克服したと
示すためには、絶好のチャンスだと思います」
——手堅く守る相手だからこそ、中川選手のよう
にゴール前へ飛び込める選手が必要になるのかも
しれません。

「スタメンやベンチに入る選手は、必ず監督から
の何らかのメッセージがあって選ばれたと思うん
です。そのメッセージを勘違いせず、求められ
たことを遂行し、ピッチ上で一番良い判断をす
ることが大切なのかなと思います。ジュビロは良
いサッカーをしますが、しっかり勝って次につな
げたいです」
——リーグ戦は佳境に入りました。ラストスパート
への意気込みを聞かせてください。

「自分たちは上を目指す必要があるので、もう一
つも落とせません。僕らは前を見てやっていきま
すし、勝ち進むことでACLの出場権を取れるの
で、そこを意識しつつ、毎週来る試合に臨んで
いきます」

中川寛斗
19MF

プレイヤーズ
リコメンドソング

中川選手が
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。
   12:40頃の予定です。

♬

Hiroto NAKAGAWA



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。

この時期になると、日
立台での残り試合の
少なさにしんみりです
が、寂しがってる場合
じゃない！勝つぞぉお！
そしてなにより、超楽
しむぞー！

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

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！
レイソル勝サンド 
400円

❹⓬「日京クリエイト」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TM ジェフユナイテッド千葉 13:00 稲毛海浜公園グラウンド
U18B TM ジェフユナイテッド千葉 11:00 稲毛海浜公園グラウンド
U15 TR - 10:00 -
U14 中国遠征 - - -
U13 TR - 10:00 -
U12 TR - 10:00 -
U11 プレミア千葉 アーセナル市川、千葉バディー 10:00 アーセナル市川グラウンド
U10 プレミア千葉 アーセナル市川、千葉バディー 10:00 アーセナル市川グラウンド

★11月18日（土）

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A OFF - - -
U18B OFF - - -
U15 TR - 16:00 -
U14 OFF - - -
U13 TM 鹿島アントラーズ 14:00 柏
U12 CTC 船橋法典FC 10:00 中田球技場
U11 ブロック大会 ペガサスFC、船橋海神 9:00 柏
U10 OFF - - -

★11月19日（日）

TR＝トレーニング、TM＝練習試合

◎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！「ニットマフラー」、「イヤーマフ」、
「マジックグローブ」など新発売！

Reysol Goods!

味のバランスと後味がよ
く、ジューシーで柔らか
い豚ロース肉を風味豊か
なコクのあるパンではさ
んだこだわりの勝サンド
です！
勝サンドを食べてレイソ
ルを応援しよう！

ニットマフラー　¥3,456

マジックグローブ（フリー /Jrフリー）
¥1,080

イヤーマフ　¥3,240

刺繍
部分



　連勝が止まった第15節のヴァンフォーレ甲
府戦、試合終了間際に追いつかれた第19節
のベガルタ仙台戦、そしてジェイの空中戦に
完膚なきまでに叩きのめされた第29節の北
海道コンサドーレ札幌戦。この3試合の共通
点にお気づきだろうか？　いずれも中断明け
で、勝てていない試合である。
　ただ、9月には埼玉スタジアムで6年ぶりに
勝利を挙げた浦和レッズ戦も中断明けだっ
たため、偶然結果が出ていないだけと考えら
れるかもしれない。しかし、昨季のラスト3試
合を迎えた際のサガン鳥栖戦（●2−3）、日
立台で逆転負けを喫し天皇杯敗退が決まっ
た11月の湘南ベルマーレ戦（●1−3）も中断
明けの試合となれば、「偶然」の一言で片付
けるわけにはいかないだろう。
　今回の2週間の中断期間では、直近のリー
グ戦4試合で勝てていない原因を見つめ、そ
の修正を入念に行ってきた。このように中断
期間というものは、連戦はもとより週に一度
の試合が組まれているスケジュールの中で
は、なかなか着手できない部分の修正・改
善・向上を図れる絶好の機会である。ケガを
抱えている選手はその間に治療に専念する
ことができ、練習及び練習試合のパフォーマ
ンス次第では、ポジション争いの序列を変え
ることも可能だ。
　例えば、2011年の3月から4月にかけて、
東日本大震災の影響でJリーグが一時中断し

たときには、開幕時はメンバー外だった酒井
宏樹が一気に台頭し、右SBのレギュラーポ
ジションを手にした。このように、中断明けに
は、チームは見違えるような変化をきたすこ
とも十分に考えられる。
　では、ここ最近の中断期間はなぜ結果が
伴わないのか。大谷秀和に訊ねてみた。
「中断しているときには、チームとしても個人
としても、それぞれが課題を持って取り組め
ているし、直接『何が』と言われると難しいと
思いますけど、そういうデータがあるなら自分
たちに何か足りないものがあるはず」
　大谷の言葉からしても、中断明けは戦術
面の整理ができているというのは確かのよう
だ。その足りない“何か”について、大谷は集
中力や気持ちの部分に原因があるのではな
いかと指摘。以下のように続ける。
「試合間隔が空くことで、少しフワッとして試
合に入っているのかもしれない。普段の週一
で試合があるテンポよりも、より厳しさを持っ
て入らなければいけない。実戦から少し離れ
ることで、試合には入れないまま進んでいっ
てしまっているのかもしれない」
　代表に多くの選手を輩出しているチーム
や、ルヴァンカップの試合があるチームは別

としても、中断期間はどのチームにとっても同
じ条件である。相手も同様に戦術を整理し、
中断前の課題を修正・克服してリーグの再開
を迎える。となれば大谷の言葉どおり、試合
の入り方や気持ちの面が、試合展開や結果に
大きな影響を及ぼすことは納得できる。レイ
ソルの選手たちも気を抜いているつもりはな
いが、中断によって無意識のうちに細部にお
いて緩みや甘い部分が表れてしまってはいな
いだろうか。
「そもそも僕らは緩んで試合に入れるほど、
余裕のある順位にいるわけではない。立ち上
がりから厳しさを持ってやらないと勝てない
し、細いところからしっかりやって試合に入ら
なければいけない」（大谷）
　今節のジュビロ磐田戦も中断明けの試
合である。この2週間、戦術面に関しては徹
底的にトレーニングを積んできた。「来年の
ACLに絶対に出たい」という強い思いがある
のならば、試合の入りからより一層の厳しさ
を持ち、結果にこだわって臨んでほしい。

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！

【今シーズン最後のリーグ戦】12/2vs広島戦 チケット発売中！
 チケットのご購入はお早目に！

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。

中断明けこそより厳しさを

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


