
REYSOL WINNING GUIDE

第2戦も勝利あるのみ
ベスト4へ名乗りを上げる！！
　連覇のかかったヤマザキナビスコカップの
準々決勝。4日前、ニッパツ三ツ沢球技場で行わ
れた第1戦では、相手のミスをついたFWレアン
ドロが先制ゴールを奪取。さらにFW工藤壮人が
決勝弾を決め、2－1で勝利を収めた。アウェイ
ゴール・ルールのあるカップ戦において、2点を
奪った事実は、第2戦をホームで戦う上で大きな
アドバンテージだ。
　日立台に乗り込んでくる横浜F・マリノスがベ
スト4に進出するためには2点差以上の勝利、も

しくは1点差勝利の場合でも3点以上を取る必要
がある。ホームで絶対的な勝率を誇るレイソルが
相手と考えると、かなり厳しい条件だ。
　さらに第1戦で退場となったDF栗原勇蔵が今
試合は出場停止で、MF中町公祐は骨折。また、ケ
ガのFWラフィーニャ、MF中村俊輔、FW齊藤学
も出場が危ぶまれている。もちろん代わりに出て
くる選手がしっかり役割を果たせば、底力のある
チーム。すべてのマイナス要素を覆し、勝利を掴
み取る可能性がないわけではない。

　マリノスを迎え討つレイソルは昨年の準決勝
と同様、第1戦で優位に立った。第2戦はホーム
の大きな後押しもある。トータル180分間の戦い
のなかで、後半戦の残り90分でしっかりと勝利
を収め、準決勝進出を決めたいところ。
　リーグ戦も後半戦に入ってからは負けなしの
レイソルが、カップ戦でも4強進出を果たせば、
今後の優勝戦線へ食い込んで行く上でも大きな
弾みになるはず。普段通りの集中力で試合に臨
み、ベスト4に名乗りを上げよう。
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VS 横浜F・マリノス2014 J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP
Quarter Final 2nd Leg
2014.09.07 SUN



［監督］ ネルシーニョ ［監督］ 樋口 靖洋

2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第2戦

柏レイソル × 横浜F・マリノス
2014.09.07 SUN 日立柏サッカー場 19：03 KICK OFF

予想スターティングメンバー

マッチコミッショナー：高畑 俊成
アセッサー：菊地 秀夫

主審：東城  穣 ／副審：中野 卓、三原 純／第4の審判：榎本 一慶

　横浜FMの中盤を封じるため、大谷をアンカーに置き、その前に田中と栗澤が
入る変則的なシステムで臨んだ。そんな守備の安定が、攻撃陣の大爆発を生む。
一進一退の攻防が続く中、18分に左足を振り抜いた田中の豪快なシュートが決
まって先制すると、44分にも相手DFと競り合った田中が、反転しながら鮮やかな
ゴールを突き刺して2-0。さらに前半終
了間際には、ショートカウンターからJ・
ワグネルが難なく決めて3点差とした。
極め付きは85分、ゴール前正面の位置
から美しい放物線を描いたワグネルの
FKが炸裂する。守備でも相手にアウェ
イゴールを許さず、きっちりと完封。
4-0という大勝を収め、大事なホームで
の第1戦で先勝を飾った。

プレイバック＠横浜FM戦 2013年9月7日（土）／日立柏
2013 YNC準決勝第1戦 柏［4-0］横浜FM

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 
9  FW 工藤 壮人  NH
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  NH
18  FW ドゥドゥ  NH
19  FW 木村 裕  NH
20  MF 茨田 陽生  NH  
21  GK  菅野 孝憲
22  DF  橋本 和
23  DF  渡部 博文 
24  DF  エドゥアルド  NH
25  MF 小林 祐介  NH  
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） NH
31  GK  中村 航輔  NH
32  DF  中谷 進之介  NH
33  DF  輪湖 直樹
34  FW 大島 康樹（2種） NH
35  MF 手塚 康平（2種） NH
36  FW 会津 雄生（2種） NH
37  MF 山本 健司（2種） NH
※出場停止：なし
※NH＝ニューヒーロー賞対象選手

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

staff
ヘッドコーチ／小林 慎二
コーチ／小坂 雄樹
コーチ／岡村 保志
GKコーチ／松永 成立
フィジカルコーチ／篠田 洋介

1 GK  榎本 哲也
4 DF  栗原 勇蔵 
6  MF 小椋 祥平 
7  MF 兵藤 慎剛
8 MF 中町 公祐
9 FW 矢島 卓郎
10  MF 中村 俊輔
11  MF 齋藤 学
13  DF  小林 祐三
15  DF  ファビオ 
16  FW 伊藤 翔
17  FW 端戸 仁  NH
18  FW ラフィーニャ
19  FW 藤田 祥史
20  MF 佐藤 優平  NH
21  GK  飯倉 大樹
22  DF  中澤 佑二
23  DF  下平 匠
24  DF  奈良輪 雄太
25  MF 藤本 淳吾
26  MF 三門 雄大
27  MF 富澤 清太郎
28  MF 喜田 拓也  NH
29  MF 天野 純  NH
30  GK  六反 勇治
31  GK  鈴木 椋大  NH
32  MF 松本 翔  NH
33  DF  北谷 史孝  NH
41  GK  田口 潤人（2種） NH
※出場停止：栗原 勇蔵
※NH＝ニューヒーロー賞対象選手
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YAMAZAKI NABISCO CUP 決勝トーナメント表KASHIWA 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

○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 △0-0
J1第16節  7月23日（水） 19:00  広島 Eスタ ●2-5
J1第17節  7月27日（日） 18:00  清水 アイスタ ●0-3
J1第18節  8月2日（土） 19:00  川崎 日立柏 ○4-1
SC ※4 8月6日（水） 19:00  ラヌス 日立柏 ○2-1

 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 △2-2
J1第20節  8月16日（土） 19:00  神戸 日立柏 ○2-0
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 △1-1
J1第22節  8月30日（土） 19:00  甲府 日立柏 ○3-0
YNC準々決勝 第1戦  9月3日（水） 19:30  横浜FM ニッパ球 ○2-1
YNC準々決勝 第2戦  9月7日（日） 19:00  横浜FM 日立柏
J1第23節  9月13日（土） 19:00  C大阪 ヤンマー
J1第24節  9月20日（土） 19:00  浦和 埼玉
J1第25節  9月23日（祝･火） 19:00  鳥栖 日立柏
J1第26節  9月27日（土） 16:00  FC東京  味スタ
J1第27節  10月5日（日） 15:30  広島 日立柏
YNC準決勝 第1戦  10月9日（木） 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） 14:00  鹿島 カシマ
J1第29節  10月22日（水） 19:00  G大阪 日立柏
J1第30節  10月26日（日） 13:00  仙台 ユアスタ
J1第31節  11月2日（日） 16:00  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） 17:00  大宮 NACK
J1第33節  11月29日（土） 14:00  清水 日立柏
J1第34節  12月6日（土） 15:30  新潟 デンカS

●1-1
11PK12



̶̶ケガから試合復帰して1か月がたちました。
現状はどのようなものでしょうか。
「いきなりの連戦でしたが、きついよりもサッカー
ができる喜びのほうが大きかったので、楽しめて
試合が出来ている感じです」
̶̶リーグ戦で復帰後、スルガ銀行チャンピオン
シップ、今回のナビスコカップと違う大会の試合
になりますが、何か違いは感じるものですか。
「ネルシーニョ監督はすべてのタイトルを獲りに行
くと言っているし、大会によって大きくメンバーを
変えることもしないので、気持ちの違いなどはあ
りません」

̶̶昨年のナビスコカップ決勝から離脱していて、
復帰後に以前と違いを感じる部分はありますか。
「リハビリ中はサッカーが好きだということがいち
ばんわかった時期でした。リハビリをしていた時
間で技術的に向上することは無理なので、メンタ
ル面でいろいろな余裕ができたことが大きかった
と思います」
̶̶今年はグループリーグを勝ち抜いてトーナメン
トに進出したレイソルですが、対戦相手の横浜F・
マリノスはACLの出場によりグループリーグは免除
されていました。この辺りに違いはあるのでしょうか。
「どちらが有利とか不利とかはないと思います。

ただホーム&アウェイの2試合トータルの結果な
ので、その点で戦い方に若干の違いがあるのかな
とは思います」
̶̶リーグ戦で対戦したマリノスの印象は。
「各ポジションに核となる選手がいて、試合を決
められる選手がいる。個人能力の高い選手が数
多くいるチームです」
̶̶リーグ戦でもマリノスはレイソルと2戦2分
け。勝点も2差で拮抗した相手です。
「いまも一緒にプレーした選手ばかりなんですよ。
だから個々の特徴はわかっています」
̶̶守備と攻撃、どちらに攻略すべき特徴を感じ
ますか。
「まずは攻撃ですね。とにかく俊さん（中村俊輔）
です。学（齋藤）は一発をもっている。でも、と
にかく俊さんが気持ちよくプレーできているかど
うかがチームのバロメーターになっていると思い
ます。俊さんが乗ってると、パスがどんどん出て
くるので、周りの動き出しも早くなる。そこで俊
さんが潰されたとしても、俊さんの分も守備を頑
張ろうっていう方向に向かうこともある。すべて
は俊さんにかかっていると思います」
̶̶ということはレイソルのボランチが肝になり
ますか。
「そうですね。マリノスとやるときは中盤、真ん
中の勝負ですね。俊さんから富澤さん、中町さん、
小椋さんと力のあるボランチがいて、その後ろに
は強力なCBも控えてますから」
●昨年のヤマザキナビスコカップ決勝で負傷した
藤田選手がケガから復帰までのことなどを語った
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。

F O C U S2DF

藤田優人

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
鳥よしのまかないカレー 2014 600円／特
製鶏チャーシュー、味玉の冷やし鶏しおラー
メン600円 など

❸ローソン
※出店いたしません

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★★
ガパオごはん600円／ローストビーフライス
600円／チキントマト煮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。

❾TOTO'S CAFE
ガパオごはん 600円
タイ料理の一番人気メニューガパオごはん！！
鶏ひき肉をバジルとナンプラー、チリソースで
炒めたピリ辛
メニューです。
お子様でも
食べれるよう
に辛さ控えめ
です！！

仕様：A2判（壁掛けタイプ）、13ページ（表紙含む）
価格：￥1,080-（税込）　※会員割引（5％引き）あり
受付期間：2014年9月12日（金）まで
お渡し開始予定：2014年11月2日（日）予定

◎受付場所
●柏レイソル公式オンラインショップ
　（http：//www.reysol-shop.jp/）
※24時間受付・配送のみ
（別途配送料がかかります）
●サッカーショップKAMO柏店
●東急ハンズ柏店
●スーパースポーツゼビオ 
　モラージュ柏店
●スーパースポーツゼビオ 
　かしわ沼南WOOWCITY店
※いずれも店頭受付のみ。

■会員の方のみ全国のローソン・ミニストップ店内の『Loppi』でもご
予約頂けます。詳しくは柏レイソル公式ホームページをご確認下さい。
※場内グッズ売店でのご予約は行っておりません。
※ご予約後のキャンセルは出来ません。予めご了承下さい。

2015年版 柏レイソルオリジナルカレンダー
予約販売　締め切り迫る！

※画像は
2014年版のものです



後半90分間の戦い

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！

チケット発売中！
9/23（火）vs鳥栖、10/5（日）vs広島、10/22（水）vsG大阪

REYSOL Report

　ナビスコカップ準々決勝第1戦は、アウェイで先勝
というアドバンテージを握った。とはいえ、まだ2試
合トータル180分間の勝負のうち、前半の90分が終
わったにすぎない。有利なのは確かだが、次のステー
ジに進むためには、第2戦の戦い方が問われる。
　ネルシーニョ監督が就任してから、ホーム&アウェ
イの2試合を通じた180分間の戦いで先勝した試合
は、全て次のラウンドに勝ち上がっているというデー
タがある。2012年ナビスコカップ準々決勝G大阪
戦、昨年のACLラウンド16全北現代戦、同年のナビ
スコカップ準々決勝と準決勝、以上4試合だ。
　12年のG大阪戦は、第1戦で3-1と勝利した流れを
そのままに、ホームでの第2戦も終始危なげなく戦っ
た。実は、上記した4試合の中で、第1戦の先勝によ
り、比較的安心して見ていられたのはこのG大阪戦だ
けだと言っても過言ではない。それ以外は第2戦で対
戦相手の反撃に苦しめられ、中には窮地に追い込ま
れた試合もある。
　ACLの全北戦は、2点のビハインドを覆そうと立ち
上がりから凄まじい猛攻を仕掛けてきた相手の圧力
に押し込まれ、しかも立ち上がりに失点を許した。前
半終了間際に渡部博文のヘッドが決まって全北の勢
いを削ぐことができ、最終的にはホームでも3-2で勝
ち切る試合ができたが、もしあのまま早い時間帯に2
失点目を喫していたら、全北の勢いは最後まで続き、
第1戦のアドバンテージをひっくり返された可能性は
あっただろう。
　昨年のナビスコカップ準々決勝の広島戦は、ア
ウェイの第1戦を2-1で勝利したが、日立台での第2戦

は広島の堅い守備と有機的な攻撃に苦しめられ、後
半には佐藤寿人のスーパーゴールが飛び出す。その相
手に傾いた流れをなかなか引き戻せないまま、第2戦
は0-1で終了。トータルスコア2-2、アウェイゴールの
差で辛うじて広島を上回り、薄氷を踏む思いで準決
勝進出を決めた。
　そして昨年の準決勝は、奇しくも今回と同じ相手、
横浜FMだ。第1戦は田中順也の左足キャノン砲2発
と、ジョルジ・ワグネルのFKなどで4-0と大勝。しか
しアウェイの第2戦は、ACL明けで満身創痍の中で
戦ったことが影響したのか、前半だけで0-2にされて
しまい、奇跡の大逆転を信じる相手サポーターの作り
出す雰囲気に取り巻かれてしまった。後半は無理をせ
ずに守備的に戦い、カウンターを狙いながら、なんと
か横浜FMの攻撃を凌ぎ切って決勝進出を決めた。
　振り返ると、第1戦で勝利を収めても、口で言うほ
ど有利な試合展開にはできていない。逆に第1戦で
敗れた対戦相手は、第2戦ではリスクを承知でアグ
レッシブな意識を前面に押し出すため、実は大苦戦
を強いられていることに気付かされる。
ただ、過去2年間でそれらの試合を経験した選手たち
は、今回の第1戦で先勝したとはいっても、誰一人とし
て楽観視している者はいないはず。手にしたアドバン
テージは、試合状況やスコアに応じて、生かせる時が
くれば利用すればいいこと。第2戦も従来の試合と同
じく、レイソルは勝ちに行く。

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315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

どんな相手も迎え撃ちます日立台。今年
もナビスコを戦えている喜び！上行くぞ！
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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
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。


