
REYSOL WINNING GUIDE

太陽がヒートアップする季節
いよいよリーグ戦再開だ！！
　J1リーグの中断から約2か月。ヤマザキナビ
スコカップのグループリーグ最終戦で劇的な突
破を決めた6月1日の試合から数えても6週間。
いよいよJ1リーグが再開される。
　6月末に、中断前のリーグ戦でチーム最多得
点を記録していたMF田中順也がスポルティン
グ・リスボン（ポルトガル）へと突如旅立った。
攻撃の核となっていた選手をシーズン途中に
失ったレイソルだが、再開後のチームは開幕前
の想像とはまったく異なる形での戦いを見せて

くれるはずだ。その片鱗を見せたのが、12日に
行われた第94回天皇杯2回戦（○4－0ファジ
アーノ岡山ネクスト）。MF茨田陽生の躍動、MF
狩野健太やDFキム・チャンスが作り出した攻
撃の形の数々、アンカー気味の位置でボールを
激しく奪うMFハン・グギョンのアタックなど。
彼ら以外にも前半戦では見せ場を作り切れな
かった選手たちが控えており、その活躍に期待
がかかる。　
　今節の対戦相手であるベガルタ仙台は、堅守

速攻が持ち味のチーム。J1でも屈指のレベルに
ある彼らの守備を崩し、JFLの岡山ネクストを
圧倒した攻撃の形を作り出せるのか。また決定
力の高さを誇るベガルタのFW陣に対し、失点
をゼロで抑え込むことができるのか。再開初戦
をホームで戦える有利を生かし、スコアレス決
着も多いベガルタとの戦いに勝利して、ここか
らの連戦に勢いをつけよう。
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［監督］ ネルシーニョ

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第15節

柏レイソル × ベガルタ仙台
2014.07.19 SAT 日立柏サッカー場 19:04 KICK OFF

J.League Division 1 順位表

2014年7月15日（第14節）現在

マッチコミッショナー：北郷 光宏
アセッサー：小田川 正二

主審：佐藤 隆治／副審：大塚 晴弘、蒲澤 淳一／第4の審判：竹田 和雄

　前節のC大阪戦の大敗とL・ドミンゲスの出場停止。この悪い流れを断ち切るた
めにも、絶対に勝利が欲しい試合だった。しかし、相手は上位を争う仙台。お互い
にコンパクトな陣形を敷き、双方の守りを攻略できない堅い展開が続いた。両者決
め手に欠き、スコアレスドローかと思われたが、ロスタイムに北嶋のプレスバック
から相手のボールを奪い、レイソルが
最後の攻撃を仕掛けると、酒井のクロ
スから、この日スタメン起用された澤が
ファーサイドで鮮やかなヘッドを決め
る。「試合に出られない人の気持ちは分
かっているから」と、勝利を手繰り寄せ
るゴールを決めた澤がベンチに駆け寄
り、仲間から手荒い祝福を受けた姿が
印象的な試合だった。

プレイバック 仙台戦 2011年7月9日（土）／日立柏
2011 J1 第3節　柏［1-0］仙台

staff

コーチ／原崎 政人
コーチ／小林 慶行
コーチ／沖田 優 
GKコーチ／佐藤 洋平
フィジカルコーチ／里内 猛

1 GK 桜井 繁
2 DF 鎌田 次郎
3 DF 渡辺 広大 
4 DF 蜂須賀 孝治
5 DF 石川 直樹 
6 DF 角田 誠
9 FW 中原 貴之
10 MF 梁 勇基 
11 MF 太田 吉彰
13 FW 柳沢 敦
14 MF 佐々木 勇人
15 DF 鈴木 規郎
16 GK シュミット ダニエル
17 MF 富田 晋伍
18 FW ウイルソン 
19 FW 武藤 雄樹
20 MF 八反田 康平
21 GK 関 憲太郎
23 DF 二見 宏志 
24 FW 赤嶺 真吾
25 MF 菅井 直樹
26 MF 藤村 慶太
27 MF 武井 択也 
29 DF 上本 大海
31 MF 佐々木 匠（2種）
32 MF 茂木 駿佑（2種）
33 DF 石川 大徳  
※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
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
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 MF 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 FW 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

［監督］ 渡邉 晋

予想スターティングメンバー

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5日発表予定

○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 ○1-0
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ ●0-3
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏 ○1-0
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 ●0-1
YNC予選L第7節 6月1日（日） 15:00 徳島 日立柏 ○4-1
天皇杯2回戦 7月12日（土） 16:00 岡山N 日立柏 ○4-0
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） 19:00 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） 19:00 千葉 日立柏
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

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 浦和 29 14 9 2 3 10
2 鳥栖 28 14 9 1 4 11
3 川崎 24 14 7 3 4 10
4 神戸 24 14 6 6 2 9
5 鹿島 24 14 8 0 6 9
6 柏 23 14 6 5 3 2
7 広島 22 14 6 4 4 2
8 新潟 22 14 5 7 2 2
9 横浜FM 20 14 6 2 6 4
10 清水 18 14 5 3 6 0
11 FC東京 18 14 5 3 6 0
12 仙台 18 14 5 3 6 -9
13 C大阪 16 14 4 4 6 1
14 甲府 16 14 4 4 6 -3
15 名古屋 16 14 5 1 8 -6
16 G大阪 15 14 4 3 7 -5
17 大宮 13 14 3 4 7 -7
18 徳島 4 14 1 1 12 -30



̶̶中断前から続けている部分も含めて、キャン
プを通じてやって来たことに関して、天皇杯2回
戦のファジアーノ岡山ネクスト戦では見せること
ができたという形なのでしょうか。
「この試合に関しては、順也（田中）が突然いなく
なったこともあって、システムが違う形になってい
ましたが、代わりに入った健太（狩野）が持ち味を
出してやってくれました。健太は韓国でやった練
習試合でもゴールという結果を残しています。一
緒にプレーしていて、健太とはやりやすさを感じ
ています。いいところを見てくれているし、ボール
を失わないという点がいい。でも周りから評価さ

れるためにはゴールやアシストが必要なので、練
習試合からでも結果を残していければ、いいので
はないでしょうか」
̶̶今日の対戦相手であるベガルタ仙台は、中断
中のプレシーズンマッチ（●2－3アルビレックス
新潟）や再開初戦の公式戦である天皇杯2回戦（●
1－2奈良クラブ）も負けていて、結果が残せてい
ないようですが、チームに対する印象は。
「仙台は守りが堅いのでやりづらい相手です。中
断前に4連勝で順位を上げてきているし、彼らは
中断に入らずに対戦したかったんじゃないかと思
います。でも監督が変わって、やることが整理さ

れたという印象はあります。プレシーズンや天皇
杯の結果はＪリーグにはあまり関係が無いと思い
ます。Ｊリーグ再開ということで、モチベーショ
ンはどのチームも高いと思いますから」
̶̶手倉森前監督がチームを離れ、新しい外国
人監督のもとで開幕したものの成績を残せず。そ
れまでコーチだった渡邉晋新監督を据えたという
ことを考えると、去年までのサッカーと変わらな
いというイメージですか。
「そうですね。しっかり前線の選手から組織的な守
備をして、奪った後には前にスピードがあって、収
められる選手がいて、そのなかで追いこしていける
選手がいる。サボる選手もいないので、やりにく
い相手だと思います。耐える時間をしっかり耐えら
れるチームで、コーチとして小林慶行さん（元レイ
ソル）も補強したことだし（笑）、手強い相手ですよ」
̶̶2トップは柳沢敦選手と鈴木規郎選手。全体
的にも少し年齢が高くなった印象ですが。
「それでも柳沢選手は点も取っているし、動きの
質は高いから嫌な相手です。年齢を重ねることで
プレーが整理されていく選手もいますから」
̶̶仙台戦に関して、勝敗を分けるポイントは。
「しっかり守ってくる相手に、自分たちがどう崩し
ていって、チャンスを作れるかどうかだと思います。
前半戦のなかで足りなかったところもその部分。
守備はある程度人数をかけている分、セットして
いるなかでやられることは少ないですから、チャ
ンスに決められるかどうかだと思います」
●キャプテンとしてチームを見守る大谷選手がチー
ムメイトや若手、これまでとこれからについて語っ
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。

新商品発売のお知らせ
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/

7MF

大谷秀和

※記載されている金額は消費税（8％）込みの金額となります。
★こちらのタンブラーを場内飲食売店にお持ち頂きますと、　ドリンクが50円割引となります！
※販売が終了しているデザインのタンブラーも引き続きご利用頂けます。

タンブラー
（レイ君）

各￥1,080

タンブラー
（エンブレム）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
冷やしタンタン麺500円／ジャージャー麺500円／
とりピタサンド500円／フローズンゴールデンパイン
250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

❼ITSブラジリアンバーベキュー
アルカトラ（牛サーロイン串）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／ハヤシライス650
円／カキ氷200円 など

❾TOTO'S CAFE
ロコモコ600円／ローストビーフライス600
円／パンケーキ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／
キャンドルボーイ400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。

❹モン、シェフ
揚げパン 200円
昔懐かし、一度は食べたことのある揚げたて
の揚げパンです。ご注文
頂いてから揚げるので外
はカリカリ、中はしっと
りしてとてもおいしいで
す。味は2種類シュガー・
きな粉をご用意していま
す。是非ご賞味ください。
お待ちしております。



大島康樹という男

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

　先日の天皇杯2回戦・岡山ネクスト戦では現U－
18所属選手で2種登録の大島康樹が、高校生ながら
トップチームデビューを飾り、しかも初ゴールを挙げ
た。U－18の試合を見たことのある人ならば大島につ
いての説明は不要だが、天皇杯で彼のプレーを初め
て見たという人のために、この“未来のエース”の紹
介をしたい。
　大島はU－12から一貫してレイソルでプレーして
きた生粋の生え抜き選手だ。2008年の全日本少年
サッカー大会では、すでにレイソルU－12のエースと
して君臨し、現U－18で同じく2種登録の山本健司や
会津雄生とともに、全国３位になった時のメンバーで
ある。同大会で大島は得点王に輝いた。
「小さい頃から点を取ってきた選手だけあって、点を
取る感覚を持ち合わせているし、ゴール前での落ち
着きがある。何か1つがすごいというわけではないけ
ど、なぜか点を取る。工藤みたいなタイプ」
　これはキャプテンの大谷秀和による大島評である。
　大島が小学6年生だった2008年といえば、高校３
年生の工藤がU－18のエースストライカーとしてゴー
ルを量産していた頃だ。アカデミーのU－15やU－12
の選手たちにとって、U－18は憧れの存在。小学生の
大島も、間違いなく抜群の決定力を持つ工藤に憧れ
ていただろうし、プレーを参考にしていたのは容易に
察することができる。
　そういう背景もあってか、大島のプレースタイル
は、確かに工藤を彷彿とさせる部分が多い。降りて
中盤からパスを引き出すポストプレー、裏への抜け出
し、ワンタッチゴール……。奇遇にも、身長は同じ177

センチ。ただ、身体の強さやフィジカルコンタクトで
はU－18時代の工藤に分がある反面、大島はよりプ
レーに繊細さがある印象を受ける。
　大島は、天皇杯直前の中央大学との練習試合で
2ゴールと結果を残し、「練習で結果を残した者が試
合に出場する」というネルシーニョ監督のコンセプト
をクリアした。相手がJFLの岡山ネクストだったとは
いえ、大島自身が結果を残したからこそ手にした出場
機会であり、若手起用のタイミングを見誤らないネル
シーニョ監督にとって、このタイミングこそ「使い時」
と判断したのだろう。
　思えば2009年当時、ルーキーで何の実績もなかっ
た工藤をプロデビューさせたのも、順天堂大学在学
中の特別指定選手だった田中順也を抜擢したのもネ
ルシーニョ監督だったが、後に彼らはレイソルのタイ
トル獲得に貢献する主力のアタッカーへ成長を遂げ
た。そう考えれば、ネルシーニョ監督が秘めたるポテ
ンシャルを見抜き、早くも天皇杯で起用された大島に
も大きな期待がかかる。
　かつて工藤や田中が台頭し、FWのポジション争
いを活性化させたように、大島の登場は、工藤、レア
ンドロ、木村裕らに刺激を与え、それはすなわち、レ
イソルのチーム力向上を生み出すことにもつながる。
そして活性化させるだけではなく、大島自身が数多の
ゴールで日立台のサポーターを熱狂させる日が、近い
将来、必ずやってくるだろう。

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。

J's GOALのレイソル担当も務める。

公式携帯サイト「モバイル・レイソル」では、公式
WEBサイトとの連動コンテンツ、携帯オリジナル
コンテンツをお楽しみいただけます。
◎月額324円（税込み・通信料除く）
http://reysol.co.jp/

［mopita］http://mb.reysol.co.jp
［docomo SPモード］
 http://sp.reysol.co.jp

https://www.facebook.com/ReysolOfficial

https://twitter.com/Rey_kun

スマートフォンサイト

オフィシャルFacebookページ

レイくんTwitter

待ちに待ったリーグ再開ですよー！ ここ
からは上昇していくのみ。必勝レイソル！

発行：（株）日立柏レイソル　制作協力：（株）文化工房　ライター：平山佳代、鈴木潤　オフィシャルフォトグラファー：飯村健司

チケット発売中！ 
8/2（土）vs 川崎、8/6（水）vs ラヌス、8/16（土）vs 神戸、8/30（土）vs 甲府

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
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
ディーバ
明治安田生命保険相互会社 柏支社

あおば歯科
アクタス（細田観光）
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
柏エフォートフットボールクラブ

柏　王道家
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）
カレーの店 ボンベイ
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
SEPT
創作料理　銀の趣
相鉄フレッサイン千葉柏

（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
パルシステム千葉
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

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。


