
REYSOL WINNING GUIDE

連戦のラストマッチ
最後の笛まで走り切れ！！
　3節、名古屋グランパス戦以降、ヤマザキナビ
スコカップを含めて、負けていなかったレイソル
が前節、12試合ぶりに敗れた（●0－1サガン鳥
栖）。そして今日は16日間で5連戦というハード
スケジュールの最終戦だ。AFCチャンピオンズ
リーグ（ACL）のグループリーグを突破したセ
レッソ大阪、川崎フロンターレ、サンフレッチェ
広島の3チームはラウンド16第1戦を5月6、7日
に戦った。この3チームに横浜F・マリノスを加え
た4チームは12節を7月に順延。全チームの試合

数が揃わない今後は暫定順位という形が続く。
　今節、日立台に迎え入れるのはアルビレック
ス新潟。12節終了時点で勝点21（4勝6分1敗）
をあげ、暫定ながら5位につけている。レイソル
とは勝点1差ながら、こちらは2節以降負けなし
の成績だ。得点13は上位10チームのなかでは
最も少ない数字だが、失点10という数字は2位
の浦和レッズにつぐ2番目の少なさ。決して得点
が多いわけではないが、少ない失点により勝点
を積み上げてきている。もっともゴールをあげ

ているのはMFレオ・シルバとFW川又堅碁が各
3点。飛び抜けた選手が活躍しているというよ
りは、11人それぞれが全力を出しきり戦ってい
るという印象だ。
　前節から中3日で迎えるこの一戦。互いに最
後まで走り切れるかどうかが勝敗を分けるポイ
ントになるだろう。
　そして今節終了後の12日、ブラジルW杯に出
場する日本代表メンバーが発表となる。両チー
ムの代表候補選手たちの活躍に期待しよう。
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［監督］ ネルシーニョ

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第13節

柏レイソル × アルビレックス新潟
2014.05.10 SAT 日立柏サッカー場 19:04 KICK OFF

J.League Division 1 順位表

2014年5月6日（第12節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 鳥栖 24 12 8 0 4 10
2 浦和 23 12 7 2 3 7
3 鹿島 21 12 7 0 5 11
4 広島 21 11 6 3 2 4
5 新潟 21 12 5 6 1 3
6 神戸 20 12 5 5 2 8
7 柏 20 12 5 5 2 4
8 川崎 18 11 5 3 3 9
9 C大阪 16 11 4 4 3 4
10 清水 16 12 5 1 6 0
11 名古屋 15 12 5 0 7 -5
12 横浜FM 14 11 4 2 5 1
13 FC東京 14 12 4 2 6 -3
14 甲府 13 12 3 4 5 -5
15 G大阪 12 12 3 3 6 -3
16 大宮 12 12 3 3 6 -5
17 仙台 12 12 3 3 6 -11
18 徳島 3 12 1 0 11 -29

マッチコミッショナー：川北 信幸
アセッサー：澤田 嘉男

主審：中村 太／副審：中井 恒、渡辺 智哉／第4の審判：大友 一平

　開始2分、GK南の弾いたこぼれ球を本間に決められ、新潟に失点を許してしま
う。ただ、この試合はレイソルのプレスが機能していたため、ビハインドを背負って
も新潟にペースを掴まれることなく、ほぼ相手を抑え込んでいた。59分、フランサ
のパスから浅い新潟のラインの裏を突いた李が、飛び出していたGK北野をかわし
て無人のゴールに流し、まずは同点。そ
して71分、谷澤がドリブルで切り込み、
菅沼が中央へグラウンダーのパスを折
り返すと、走り込んだ山根のダイレクト
シュートがネットを揺らす。新潟の守備
を鮮やかに崩したゴールは、シーズン
初の逆転勝利を呼び込み、目標の「勝
ち点45」の到達まで、あと2ポイントに
迫った。

プレイバック 新潟戦 2007年9月16日（日）／東北電ス
2007 J1 第25節　新潟［1-2］柏

staff

コーチ／和田 治雄
コーチ／三浦 文丈
コーチ／栗原 克志
GKコーチ／石野 智顕
フィジカルコーチ／トゥッコ

1 GK 黒河 貴矢
2 DF 大野 和成
3 DF 大井 健太郎 
4 DF 舞行龍ジェームズ 
6 MF 小林 裕紀
8 MF レオ シルバ 
9 FW 田中 達也
10 MF 田中 亜土夢 
13 MF 加藤 大
14 MF 小塚 和季
15 MF 本間 勲
16 FW 岡本 英也
17 DF 宋 株熏
18 MF 成岡 翔 
19 DF 金 珍洙 
20 FW 川又 堅碁
21 GK 守田 達弥
22 GK 渡辺 泰広
24 DF 川口 尚紀
25 MF 小泉 慶
26 DF 酒井 高聖
27 DF 松原 健
28 FW 鈴木 武蔵
31 GK 阿部 航斗（2種）
39 DF 坪内 秀介  
※出場停止：なし

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 藤田 優人
3 DF 近藤 直也
4 DF 鈴木 大輔
5 DF 増嶋 竜也
7 MF 大谷 秀和
8 MF ハン グギョン
9 FW 工藤 壮人
10 MF レアンドロ ドミンゲス
11 FW レアンドロ
13 MF 高山 薫
14 MF 狩野 健太
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
18 FW 田中 順也
19 FW 木村 裕
20 MF 茨田 陽生
21 GK 菅野 孝憲
22 DF 橋本 和
23 DF 渡部 博文
25 MF 小林 祐介 
26 MF 太田 徹郎
27 DF キム チャンス
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中山 雄太（2種）
31 GK 中村 航輔
32 DF 中谷 進之介
33 DF 輪湖 直樹
34 FW 大島 康樹（2種）
35 MF 手塚 康平（2種）
36 MF 会津 雄生（2種）
37 MF 山本 健司（2種）
※出場停止：なし
staff

ヘッドコーチ／井原 正巳
コーチ／布部 陽功
GKコーチ／アレックス
フィジカルコーチ／ピメンテウ

K ASHIWA REYSOL 2014 Game Schedule

※1：プレシーズンマッチ　※2：Jリーグディビジョン1　※3：Jリー
グヤマザキナビスコカップ　※4：スルガ銀行チャンピオンシップ
◎第23節以降の情報詳細は8月中旬発表予定

○1-1
5PK4

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
PSM※1 2月16日（日） 14:00 千葉 フクアリ
PSM 2月23日（日） 13:00 栃木 栃木グ ○2-0
J1※2第1節 3月 1日（土） 15:00 FC東京 日立柏 △1-1
J1第2節 3月8日（土） 15:00 神戸 ノエスタ △1-1
J1第3節 3月15日（土） 15:00 名古屋 日立柏 ●0-1
YNC※3予選L第1節 3月19日（水） 19:00 浦和 日立柏 ○2-1
J1第4節 3月23日（日） 14:00 徳島 鳴門大塚 ○2-0
J1第5節 3月29日（土） 15:00 大宮 日立柏 △2-2
YNC予選L第2節 4月 2日（水） 19:00 甲府 中銀スタ △1-1
J1第6節 4月6日（日） 15:00 C大阪 日立柏 ○2-1
J1第7節 4月11日（金） 19:00 川崎 等々力 △1-1
YNC予選L第3節 4月16日（水） 19:00 大宮 ＮＡＣＫ △1-1
J1第8節 4月19日（土） 15:00 横浜FM 日立柏 △0-0
J1第9節 4月26日（土） 13:00 浦和 日立柏 ○3-2
J1第10節 4月29日（祝･火） 16:00 G大阪 万博 ○2-1
J1第11節 5月3日（祝･土） 13:00 鹿島 日立柏 ○1-0
J1第12節 5月6日（祝･火） 15:00 鳥栖 ベアスタ ●0-1
J1第13節 5月10日（土） 19:00 新潟 日立柏
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏
YNC予選L第5節 5月24日（土）  試合なし  
YNC予選L第6節 5月28日（水） 19:00 名古屋 瑞穂陸
YNC予選L第7節 6月1日（日） 15:00 徳島 日立柏
天皇杯2回戦 7月12日（土） 未定 未定 未定
J1第15節 7月19日（土） 19:00 仙台 日立柏
J1第16節 7月23日（水） 19:00 広島 Eスタ
J1第17節 7月27日（日） 18:00 清水 アイスタ
J1第18節 8月2日（土） 19:00 川崎 日立柏
SC※4 8月6日（水） 未定 ラヌス 日立柏

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
J1第19節 8月9日（土） 19:00 横浜FM 日産ス
J1第20節 8月16日（土） 19:00 神戸 日立柏
天皇杯3回戦 8月20日（水） 未定 未定 未定
J1第21節 8月23日（土） 19:00 名古屋 豊田ス
J1第22節 8月30日（土） 19:00 甲府 日立柏
YNC準々決勝 第1戦 9月3日（水） 未定 未定 未定
天皇杯4回戦 9月6日（土）･7（日） 未定 未定 未定
YNC準々決勝 第2戦 9月7日（日） 未定 未定 未定
J1第23節 9月13日（土） 未定 C大阪 ヤンマー
J1第24節 9月20日（土） 未定 浦和 埼玉
J1第25節 9月23日（祝･火） 未定 鳥栖 日立柏
J1第26節 9月27日（土） 未定 FC東京 味スタ
J1第27節 10月5日（日） 未定 広島 日立柏
YNC準決勝 第1戦 10月9日（木） 未定 未定 未定
天皇杯準々決勝 10月11日（土）･12（日） 未定 未定 未定
YNC準決勝 第2戦 10月12日（日） 未定 未定 未定
J1第28節 10月18日（土） 未定 鹿島 カシマ
J1第29節 10月22日（水） 未定 G大阪 日立柏
J1第30節 10月26日（日） 未定 仙台 ユアスタ
J1第31節 11月2日（日） 未定 徳島 日立柏
YNC決勝戦 11月8日（土） 未定 未定 埼玉
J1第32節 11月22日（土） 未定 大宮 NACK
天皇杯準決勝 11月26日（水） 未定 未定 未定
J1第33節 11月29日（土） 未定 清水 日立柏
J1第34節 12月6日（土） 未定 新潟 デンカS
天皇杯決勝 12月13日（土） 未定 未定 未定

［監督］ 柳下 正明

予想スターティングメンバー



̶̶アルビレックス新潟との対戦ですが、鈴木選
手は去年ここ日立台で1度対戦し、1－1の引き分
け。レイソルへの移籍前に所属していたチームで
すから、対戦は楽しみな気持ちが大きいのでしょ
うか（取材日は4月30日）。
「前にいたチームなので特別な思いはあるし、新
潟は自分自身好きなチームです。好きなチームだ
からこそ、負けたくない気持ちも強いです」
̶̶昨シーズン、いちばん楽しみにしていたアウェ
イゲームはケガで欠場しました。今シーズンは最
終節になりますね。
「そうですね。本当にその試合は楽しみです」

̶̶去年は日立台で引き分けでしたが、今年はや
はり勝ちたいですよね。
「勝ち切りたいですね。去年は内容的には良かっ
たと思うし、追いついた試合だったと思います。
わかっている選手がいるから、なんとなくやりづ
らさは感じましたけど、あまり意識せずに戦いた
いです」
̶̶今シーズンのアルビレックスの印象はいかが
でしょう。
「そうですね。試合は見ていますけど、柳下監督
は自分がいた途中から指揮をとっていたのです
が、当時から指導していたことがさらに研ぎ澄ま

されているなと感じます。とくに守備のところは前
線からさぼることなくプレッシングをかけてきてい
て、ボールを奪う位置が良くなってきているなと
感じます。そこからのポゼッションの精度も上がっ
てきていて、前線に点を取れる選手もいる。見て
いていつもいいサッカーをしているなと思います」
̶̶5月12日のブラジルW杯代表メンバー発表
前のラストゲームになります。FW川又選手と意
識し合った戦いになるのでしょうか。
「そうですね。堅碁は意識してやっているとは思
うし、4月29日神戸戦も得点を取って、いまは結
果を出さなければいけないという思いは強いはず。
自分自身はあまり意識せずにいつも通りやれてい
るし、代表発表直前の試合ということも考えず、
意識せずに戦えています」
̶̶この試合で勝敗を分けるポイントは。
「相手は前からプレッシングをかけてくると思うの
で、それでもなお自分たちで支配できるのか。落
ち着いてボールを動かしていくことも大事です。
守備として気をつけたいのは、新潟は奪ってから
の攻撃が速いし、走力がある。精度の点もそうだ
し、後ろから選手が飛び出してくる点はリスクマネ
ジメントをしっかりしていきたいです。新潟はサイ
ドの使い方がうまくて、サイドバックの選手の運
動量が豊富で、どんどん上がってくるので、その
クロスに対するケア、サイドの選手のマークの受
け渡しが大事になってくるかなと思います」
●安定した3バックの一角を担う鈴木大輔選手。
移籍後のレイソルでの生活や戦い方について語っ
たインタビューの全文はモバイルレイソルで。

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。

好評発売中！！ これからの季節のおすすめ商品

フェイスタオル　
￥1,296

バスタオル　
￥3,240

G o o d s  I n f o r m a t i o n

F O C U S

●会場内グッズ売店、オンラインショップにて発売中！
・柏熱地帯下コンコース内グッズ売店
・メインスタンドコンコース内グッズ売店
・バックスタンド下グッズ売店
※アソシエイツ会員割引（5％引）がご利用頂けます。お会計時に会員証をご提示下さい。

●柏レイソル公式オンラインショップURL
　http://www.reysol-shop.jp/

4DF

鈴木大輔

※記載されている金額は消費税（8％）込みの金額となります。

BIGシュシュ　
￥1,188 ミニタオル　

￥540
❶D＆C！
横手焼きそば600円／焼き鳥4本セット
500円 など

★★❷鳥よし★★
まかないカレー2014 600円／とりピタサン
ド500円／とりの唐揚げ400円 など

❸ローソン
おにぎり、パン各種　100円～／アメリカン
ドッグ150円 など

❹モン.シェフ
揚げたこ焼き450円／生グレープフルーツ
チューハイ500円 など

❺13日京クリエイト
焼きそば500円／チャーマヨ丼500円／フ
ライドポテト300円／レイソルチャンピオン
バーガー 500円 など

❻ローソン
からあげクン250円／各種パン100円～ など

❼技の福兆・海鮮焼き
特製いか焼き500円／ホタテの殻焼き500円／
サザエの壷焼き600円／必勝祈願すし650円 など

❽インド料理印度亭
レイソルカリー600円／カリージャンバラヤ
650円 など

❾TOTO'S CAFE
ロコモコ600円／ローストビーフライス600
円／オムライス600円 など

10エフェケバブ
ケバブサンド500円／ケバブラップ700円 など

11海賊船
たこ焼き500円／カツ丼（勝丼）750円／ど
て焼き3本300円 など

12ブラウンシュガー
牛タン丼850円／牛タンフランク400円 など

14侍
かしわのからあげ500円／焼き鳥5本パック
500円／特製もつ煮込み350円 など

15ローソン
おにぎり、パン各種100円～／からあげクン
250円 など

16ドミノ・ピザ
ピザ各種400円／フライドポテト300円／
ジューシーフライドチキン500円

17D&C!（ビジターエリア）
アルコール、ソフトドリンク各種
横手焼きそば600円／チキンカレー600円
／十勝豚焼600円 など

●各売店にてソフトドリンクとアルコールを
販売しております。

❷鳥よし
とりピタサンド 500円
南柏駅西口。創業50周年
の鳥よしでございます。
特製煮込みチキンにたっぷ
りキャベツとマヨネーズの
「とりピタサンド」（500円）
是非お試しください♪
樽生ビールもソフトドリン
クもたっぷり注がせていた
だきます！！



教訓を生かす

2014アソシエイツ会員募集中！！

柏レイソル公式ファンクラブ「アソシエイツ」で
は、2014年度の会員を募集しております。詳
細・お申込はレイソル公式HP（http://www.
reysol.co.jp）をご確認ください。本日の試合会
場アソシエイツブース（柏熱地帯スタンド下）で
もご入会いただけます。
◆ご継続の方は昨年11月に発送しております、
「継続のご案内」をご確認ください。

クラブ、選手、そして、
『あなた』の大きな力をひとつに。

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！

REYSOL Report

　どのような相手でも先に失点を許すと、跳ね返す
には相当のパワーが必要になる。それが浦和やＧ大
阪のような攻撃スタイルを持った相手ならば、先に
ゴールを奪われても極端な守備シフトへ移行せずに
自分たちからアクションを起こしてくるため、リズムを
奪い返すチャンスはある。
　しかし鳥栖は違った。１点を奪った後はガッチリと
守備ブロックを作り、自陣にあるスペースを消して
完全にリアクションへ移行した。運動量豊富で球際
の競り合いを得意とし、守備ブロックを攻略し切れ
ずに焦れた相手が、ハイボール攻撃やフィジカル勝
負に出てくれば、むしろ彼らにとっては好都合だ。茨
田陽生が「立ち上がりの失点で一気に流れを持って
いかれた」と話すように、後押しをするベアスタの雰
囲気も相まって、鳥栖の術中に陥ってしまった展開
だった。
　欲を言えば、この難しい展開からリズムを取り戻
し、試合をひっくり返すようなパワーがあればよかっ
たとは思うが、終わった試合に関してあれこれ言って
も結果は変わらないし、鳥栖戦の内容と結果を真摯
に受け止め、それを教訓としてどう今後に生かすかの
方が大事である。まだシーズンは３分の１が終わった
ばかりで、首位との勝ち点差も４と射程圏内。ここか
ら順位をひっくり返すチャンスは十分にあることを前
向きに捉える。
　それにポジティブな面もあった。中でも秋野央樹
がプロ入り初のスタメン出場を果たし、怪我から復帰
した木村裕も途中から出場、さらにベンチには小林
祐介と、１つ年下の中谷進之介も名を連ねており、そ

こに長期の怪我から復帰してフルメニューをこなす
中村航輔を含め、2012年日本クラブユース選手権初
制覇と、天皇杯での“兄弟対決”を成し遂げたプラチ
ナエイジたち、これまでメンバー外で試合に飢えてい
た若い選手たちが、ここに来て出場機会を与えられて
いることは、レイソルがチーム力を底上げするには、
またとないチャンスである。2010年と2011年、工藤
壮人、酒井宏樹（現ハノーファー96）、茨田が主力に
まで上り詰め、タイトル獲得に貢献した時を彷彿とさ
せる。
　残念ながら、鳥栖戦では早々の失点でスペースを
消され、前半はレイソルのロングボールが目立ち、
秋野の持ち味を発揮しづらい難しい展開になってし
まった。ただ、そういった状況でも、秋野は左足のパ
ス、視野の広さ、落ち着きと、彼らしい一面を要所で
発揮することはできていた。まだプロ２年目で初スタ
メンの若手に、マイナスの状況からスタートをさせる
のは、さすがに酷と言うもの。だが一方で、彼らはジュ
ニアの頃から「自分たちで主導権を握る攻撃的な
ポゼッション」というアカデミーのコンセプトの下で
育ってきただけに、リズムを掴み取る術には長けてい
る。０－０のニュートラルな状態でプレーをさせれば、
必ず主導権を握る活躍は見せてくれるだろう。
　今節の相手、新潟はスタイル的には鳥栖と似通っ
たチームだ。同じ失敗を繰り返さないためにも、鳥栖
戦の教訓は絶対に生かさなければならない。
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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
グーロクリエイト
グロー工業
JAちば東葛
常南通運
田中動物病院
野田小型運送
日立産機システム
ファッション市場　サンキ
文化工房
東京海上日動火災保険
相鉄フレッサイン千葉柏

ディーバ
カレーの店 ボンベイ
あおば歯科
アジアンダイニングルンビニ柏店
イー・エス・エージェンシー
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
大塚工務店
オランダ家新柏店
菓子工房　モン．シェフ
柏魚市場　
柏駅前通り商店街振興組合

柏　王道家
柏エフォートフットボールクラブ
柏市まちづくり公社
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
カナリーニョフットボールクラブ・
  カナクラーヴォフットボール
  クラブ（女子U-15）
北柏交通
木村ガラス
京葉ガス

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（cycle24h）
新柏倉庫
スパークル企画
炭火串焼き　とり竹
炭火焼鳥　マルチョー
関防水工事
SEPT
創作料理　銀の趣

（医）宙麦会ひだクリニック
ダスキンベリエール
ダムフットボールクラブ
中国名菜　吉鳳園
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・ロータス東葛
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
ニッタクホーム
はるみ鍼灸接骨院
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
ベルクルール
穂高賃貸センター
ボックスウッド
桝田倉庫
ミツワ堂
みんなの歯科クリニック
明月苑
明治安田生命保険相互会社 柏支社

八木歯科医院
ヤノハウスコート
リューセイ
ユニホームサービス
ワタベ塗工

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。


