
「何が何でも勝つ！」
流れを変える1勝を掴め！！
　2003年以来、13年ぶりの開幕連敗スタート
になったレイソル。シーズン初勝利と連敗ストッ
プを懸けて、今節対戦するのはジュビロ磐田だ。
ジュビロは昨年、大宮アルディージャ、アビスパ
福岡と壮絶な昇格争いの末、J2最終節の大分ト
リニータ戦の劇的な勝利で自動昇格を決めた。
昇格メンバーからDF駒野（→FC東京）、DF伊
野波（→ヴィッセル神戸）が抜けたが、FW齊藤
（←ロアッソ熊本）、DF大井（←アルビレックス
新潟）、DF中村（←ジェフユナイテッド千葉）ら

は開幕戦から2試合連続でスタメンに名を連ね、
新戦力の融合も問題なく進んでいる。負傷で開
幕戦を回避した昨季のJ2得点王FWジェイも戦
列に復帰し、前節はジェイの決勝弾によって、敵
地で浦和レッズに勝利（2−1）を収めた。その勢
いを持って、彼らは日立台へ乗り込んでくるだろ
う。
　ただし、「相手がどうというより、自分たちは
何が何でも勝つという気持ちが大事」と大谷は
言う。レッズ戦とアルディージャ戦の共通点は、

「自分たちの良い時間帯に失点している」（中
谷）ことにより、相手にペースを握られている点
である。したがって粘り強く戦い、無失点で切り
抜けさえすれば、この2試合ともメンデス監督が
目指すサイドを使ったスピーディーな展開から数
多くの決定機を生み出せているとあって、自ずと
結果は付いてくるはずだ。
「公式戦で１勝して、その勝ちをきっかけに変
わっていきたい」（大谷）。とにかく、まずは1
勝。その一つ勝利が必ず状況を好転させる。
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［監督］ 名波 浩

1 GK 八田 直樹
2 DF 中村 太亮
3 DF 大井 健太郎
4 MF 小林 祐希
5 DF 櫻内 渚
7 MF 上田 康太
8 FW ジェイ 
9 MF 太田 吉彰 
11 MF 松浦 拓弥
13 MF 宮崎 智彦 
14 DF 高木 和道
15 MF アダイウトン
16 FW 齊藤 和樹
17 MF 清水 貴文
18 FW 小川 航基
19 MF 岡田 隆
20 FW 森島 康仁
21 GK カミンスキー
22 MF 松井 大輔
23 MF 山本 康裕
24 DF 小川 大貴
25 DF 大南 拓磨
27 MF 荒木 大吾
28 DF 石田 崚真
30 MF 上原 力也
31 GK 志村 滉
32 FW 岩元 颯オリビエ
33 DF 藤田 義明
34 FW 中村 祐輝
35 DF 森下 俊
36 GK 奥田 達朗
40 MF 川辺 駿 
※出場停止：なし

［監督］ ミルトン メンデス

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 鎌田 次郎
4 DF 中谷 進之介
5 DF 増嶋 竜也
6 DF 山中 亮輔
7 MF 大谷 秀和
8 MF 茨田 陽生
9 FW 田中 順也
10 FW 大津 祐樹
11 FW ディエゴ オリヴェイラ
13 DF エドゥアルド
14 FW 伊東 純也
15 MF 武富 孝介
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
18 FW エデルソン
19 MF 中川 寛斗
20 MF ジュリアーノ ミネイロ
21 DF 湯澤 聖人
22 DF 輪湖 直樹
23 GK 中村 航輔
25 MF 小林 祐介
26 MF 太田 徹郎
27 DF 今井 智基
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中山 雄太
30 MF 手塚 康平
31 FW 大島 康樹
32 GK 滝本 晴彦
33 MF 安西 海斗
※出場停止：なし

Staff
ヘッドコーチ／下平 隆宏
コーチ／エジネウソン
GKコーチ／松本 拓也
フィジカルコーディネーター／ベルマール
フィジカルコーチ／松原 直哉

Staff
ヘッドコーチ／鈴木 秀人
コーチ／中森 大介
コーチ／小林 稔
GKコーチ／大神 友明
フィジカルコーチ／菅野 淳

　1年でJ1復帰を果たしたレイソルは、ジュビロをホームに迎えた。この開幕
戦、魔術師フランサが魅せる。華麗なテクニックとパスで両サイドの鈴木と菅沼
をコントロール。24分には鈴木のシュートのこぼれ球に詰めたフランサの先制弾
で試合を優位に進めた。後半、レイソルの勢いが加速し、57分にフランサのス
ルーパスから、猛然と駆け上がってき
た菅沼が追加点を挙げた。さらに63
分、菅沼のシュートをGKが弾くと、フラ
ンサが試合を決定付ける3点目。気落
ちしたジュビロから、最後は菅沼のミド
ルシュートを組めて4−0と点差を広げ
た。守備面でも前線からのプレスが機
能し、新加入・古賀の活躍もあって無
失点に抑え、快勝で開幕戦を飾った。
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J.League Division 1 / 1st Stage 順位表

2016年3月6日（第2節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 大宮 6 2 2 0 0 3

 2 鹿島 6 2 2 0 0 2

 3 川崎 4 2 1 1 0 1

 4 名古屋 4 2 1 1 0 1

 5 神戸 3 2 1 0 1 1

 6 甲府 3 2 1 0 1 1

 7 浦和 3 2 1 0 1 0

 8 仙台 3 2 1 0 1 0

 - FC東京 3 2 1 0 1 0

 - 磐田 3 2 1 0 1 0

 - 鳥栖 3 2 1 0 1 0

12 大阪 3 2 1 0 1 0

13 新潟 3 2 1 0 1 -2

14 湘南 1 2 0 1 1 -1

15 福岡 1 2 0 1 1 -1

16 横浜FM 1 2 0 1 1 -1

 - 広島 1 2 0 1 1 -1

18 柏 0 2 0 0 2 -3

VS

予想スターティングメンバー

KASHIWA REYSOL 2016 Game Schedule

※1：ACLによる　※2：（ACL決勝進出時）予備日11月22日（火） ※3：（ACL決
勝進出時）予備日11月30日（水）

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ ノックアウトステージ
◎準々決勝第1戦：8月31日（水）◎準々決勝第2戦：9月4日（日） ◎準決勝第1
戦：10月5日（水）◎準決勝第2戦：10月9日（日）◎決勝：10月15日（土）

◆チャンピオンシップ
◎1回戦：11月6日（日）◎準決勝：11月23日（水・祝）※2 ◎決勝第1戦：11月29日
（火）※3◎決勝第2戦：12月3日（土）

◆明治安田生命J1リーグ 1stステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月27日（土） 15:00 日立柏 浦和レッズ ●1-2
2 3月5日（土） 16:00 NACK 大宮アルディージャ ●0-2
3 3月12日（土） 18:30 日立柏 ジュビロ磐田
4 3月19日（土） 14:00 デンカS アルビレックス新潟
5 4月2日（土） 15:00 ベアスタ サガン鳥栖
6 4月10日（日） 19:00 日立柏 FC東京
7 4月15日（金）※ 1 19:00 吹田S ガンバ大阪
8 4月24日（日） 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ
9 4月 30日（土） 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸

10 5月4日（水・祝） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府
11 5月8日（日） 13:00 日立柏 川崎フロンターレ
12 5月13日（金）※ 1 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島
13 5月21日（土） 15:00 日立柏 アビスパ福岡
14 5月29日（日） 13:00 日産ス 横浜F・マリノス
15 6月11日（土） － 日立柏 ベガルタ仙台
16 6月18日（土） － パロ瑞穂 名古屋グランパス
17 6月25日（土） － 日立柏 湘南ベルマーレ

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 3月23日（水） 19:00 レベスタ アビスパ福岡
2 3月27日（日） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台
3 4月6日（水） 19:30 ニッパ球 横浜 F・マリノス
4 4月20日（水） 19:00 日立柏 川崎フロンターレ
5 5月18日（水） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟
7 6月5日（日） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖

◆明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 7月2日（土） － 日立柏 アルビレックス新潟
2 7月9日（土） － 埼玉 浦和レッズ
3 7月13日（水） － 日立柏 サンフレッチェ広島
4 7月17日（日） － 味スタ FC東京
5 7月23日（土） － 日立柏 ガンバ大阪
6 7月30日（土） － ヤマハ ジュビロ磐田
7 8月6日（土） － 日立柏 横浜F・マリノス
8 8月13日（土） － ユアスタ ベガルタ仙台
9 8月20日（土） － 日立柏 名古屋グランパス

10 8月27日（土） － 等々力 川崎フロンターレ
11 9月10日（土） － 日立柏 鹿島アントラーズ
12 9月17日（土） － 神戸ユ ヴィッセル神戸
13 9月25日（日） － 日立柏 ヴァンフォーレ甲府
14 10月1日（土） － BMWス 湘南ベルマーレ
15 10月22日（土） － 日立柏 サガン鳥栖
16 10月29日（土） － 日立柏 大宮アルディージャ
17 11月3日（木・祝） － レベスタ アビスパ福岡

2016 明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第3節

柏レイソル  ジュビロ磐田
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3月8日時点でのデータ
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中谷進之介
——今年はキャンプから主力組でプレーし続け
ています。プロ1、2年目と比べて変わったこと
が多いのではないですか？
「一番の変化は土曜日に試合を終えて、日曜日
にその試合を見ながら反省できることです。1、
2年目は周りの人たちに助けられてきました。今
年は自分がやらなければいけないという気持ち
が強いですけど、自分としては主力になったとは
思っていないので、今はとにかく結果が欲しい
です」
——現在連敗中です。浦和レッズ戦も大宮アル
ディージャ戦も決して悪い試合ではなかったです
が結果的には勝点を落としています。
「この2試合に共通していることは、自分たちの
良い時間帯に失点してしまっていることです。前
線がアグレッシブに行く分、コンパクトにできて
いないケースが生まれているので、もっとライン
を上げてもいいのかなと思っています。中盤にス
ペースを与えて中途半端な状況ができていると
ころは、チームみんなで話し合って修正に努め
ています」
——練習終了後には、増嶋選手と中谷選手が話
し合っている姿を見かけます。
「そうですね。マスくん（増嶋）とは『あの時はこ
うだよね』と常に確認していますし、この前のよ
うにアウェイ戦なら、試合が終わった直後から
バスの中で、オンデマンドで試合映像を確認し
ながら、みんなで話すようにしています。チーム
全員で話し合うことができているし、僕が意見
を言っても年上の選手たちはしっかりと聞いて返
してくれるので、選手間の良い関係は築けてい
ます」

——今節はジュビロ磐田を迎えます。どのよう
な印象を思っていますか？
「ジュビロとは僕がプロになって初めての対戦に
なります。同年代の川辺（駿）がいるので、そう
いうところで注目していましたけど、前からアグ
レッシブに来るチームで、やっぱり警戒しなけ
ればならないのはジェイになりますね」
——中谷選手にとっては直接マッチアップする
相手で、ジェイ選手を抑えることが、この試合
の大きなポイントになりそうです。
「レッズにはズラタンがいて、アルディージャに
はムルジャがいました。外国籍選手を抑え切る
ことが勝利につながると痛感した２試合ですし、
守備の人間として感じたのは、ポロっと失点を
するのではなく、耐えるところは耐えなければい
けない。アルディージャ戦で最も悪かったのは
1失点をした後に立て続けに2失点目を許したこ
とです。失点に慣れてはいけないし無失点に抑
えるべきだけど、たとえ失点をしても1失点目で
切り替えて耐えていれば、アルディージャ戦のあ
の流れだったら絶対に追いつけたと思っていま
す。もし失点をしても、『まだ行ける』と思う気持
ちが必要ですね」
——アルディージャ戦は、相手に作られたチャン
スは少なかった中で、わずか2回のチャンスを
ムルジャ選手に決められてしまいました。
「そこは集中力の問題だと思うし、ああいう失点
を防ぐためにはもっと神経を研ぎ澄まして、み
んなで声を出し合うことが大事になってきます」
——また、先に失点をした影響もあると思いま
すが、この２試合は終始ハイペースな展開が目
立ちます。

「メンデス監督の求めていることは発揮できてい
ると思います。あとは試合の中で自分たちがリ
ズムをどうコントロールしていくか。うちの前線
にはスピードと突破力のあるアタッカーがいます
が、ずっとハイペースだといざという時に疲れて
パワーがなくなってしまうので、どこかでペース
ダウンをして我慢させて、出ていくところで一気
に出ていく。そこは僕やマスくんが中盤の選手
に伝えて、うまくコントロールしていこうと思って
います。でも、先に失点をすると焦りが生まれ
て攻め急いでしまいます。逆に自分たちが先制し
て、ブロックを作れば今のスタイルがはまると思
うし、指宿キャンプ中のレッズとの練習試合の
ような形に持っていけると思います」
——あらためて中谷選手の今季の目標を聞かせ
てください。
「今年はリーグ戦とカップ戦で、レイソルの全試
合に出場すること。今は結果が出ていないです
けど、結果を出してオリンピックのメンバーに食
い込みたい。ただ試合に出るのではなく、試合
に出て無失点で勝っていれば、テグさん（手倉
森誠U-23日本代表監督）に見てもらえると思い
ますから、1-0で勝ち切るような粘り強い戦いを
していきたいです」
——最後にサポーターにメッセージをお願いし
ます。
「開幕2連敗をして、厳しいと感じている方もい
るかもしれませんが、選手はやれると信じてい
ます。チーム一丸となって戦っていきますので、
サポーターの皆さんも僕たちを後押ししてくださ
い」

Shinnosuke 
NAKATANI4DF



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。

レイくん
お座りぬいぐるみ
￥2,160
サイズ：座高約200mm

ユニフォーム
ストラップ

（全選手対応）
￥432
サイズ：
全長約100mm

フリップカバー
（for iPhone6、6S）
¥2,916
サイズ：
約W69×H128×D18mm

マスコット巾着
¥1,080
サイズ：
約180×160mm

★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。

❶鳥よし（カレー、唐揚げ など）
❷ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❸ブラウンシュガー（牛タン丼弁当、焼きそば など）
❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド、チュロス など）
❺ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❻Labo Café × E･S･A（ぷるたま丼、クラムチャウダー など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（ペアリブ、必勝タンタン麺 など）
❽ボンベイ×日立台カリーぶ（レイソルカリー、レイソルサワー など）
❾エフェケバブ（ドネルケバブ、もちもちポテト など）
❿海賊船（たこ焼き、勝ち盛りトンテキ丼）
⓫ブラウンシュガー（牛タン丼、ステーキプレート）
⓬日京クリエイト（油そば、牛カルビ丼 など）
⓭侍（かしわのからあげ、特製もつ煮込み など）
⓮ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種）
⓰D&C（十勝豚焼丼、横手やきそば など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾
10
11
12
13

1415

16

❺

TR＝トレーニング、TM＝練習試合

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
新U18A TR - 13:00 -
新U18B TR - 13:00 -
新U15 TR - 13:00 -
新U14 TR - 13:00 -
新U13 TR - 13:00 -
新U12 TOR Cup - - -
新U11 プレミアリーグ関東大会 - - 江戸川河川敷
新U10 - - - -

◉3月12日（土）

新商品情報！「ユニフォームストラップ」
 「マスコット巾着」などが新発売！

◉3月13日（日）
チーム 内容 対戦相手 時間 場所

新U18A TM vs川崎フロンターレ 14:00 柏
新U18B TM vs川崎フロンターレ 14:00 柏
新U15 関東リーグ vs大宮アルディージャ 13:30 志木
新U14 メトロポリタンリーグ vs大宮アルディージャ 16:00 志木
新U13 TR - 10:00 柏
新U12 TOR Cup - - -
新U11 プレミアリーグ関東大会 - - -
新U10 - - - -

今日はホーム磐田戦！
難しい試合が
続きますが、
どんな時でも強気に、
そしてレイソルらしく
進んでほしいのです。
今日は勝つのだー！！

大好評
発売中！



2015年3月13日、J1リーグ1stステージ
第2節のベガルタ仙台戦。増嶋竜也は、

負傷によって前半だけで退いた。数日後、「左
膝前十字靭帯損傷、全治約7ヶ月」と公式に
リリースされ、増嶋は戦列を離れた。
「もうあれから1年です。3月13日、忘れもしな
い。帰ってこられて良かった。長かった」
　そう言って、今では穏やかな表情を見せる
増嶋であるが、当時はキャンプを通じて好調
を維持し、個人的にも非常に良いスタートを
切っただけに、その長期離脱は本当に無念
だったことだろう。当然、レイソルにとって増嶋
の離脱はあまりにも痛すぎた。
　メディカルスタッフの赤井寛之と二人三脚
となり、リハビリに取り組む日々が続いた。い
くらメンタルの強い増嶋とはいえ、グラウンド
に出られず、トレーニングルーム内でリハビリ
が数ヶ月も続くことは精神的に相当きつかっ
たはず。事実、リハビリを終えて引き上げてき
た彼の口から、「今が一番きついです」という
言葉を聞いたことがあるが、彼はその都度気
持ちを奮い立たせていた。
　スタッフの尽力や周囲の支え、そして何より
増嶋自身の多大な努力の甲斐もあり、当初の
復帰予定からは2〜3週早い9月下旬に、よう
やく練習に復帰した。

「今までは当たり前だと思っていたけど、あら
ためてサッカーの楽しさを思い出しました」
　仲間と一緒にグラウンドでボールを蹴れる
喜びを噛み締めていた増嶋。その時には「1
分でもいいから、今年中に試合に出たい」と
目標を設定した。残念ながら、それは実現に
は至らなかったものの、彼のこれまでのサッ
カー人生の中でも最大の試練と言ってもいい
困難な時期を乗り越えたことで、もともと持っ
ていたメンタリティーの強さは筋金入りとなっ
た。
　今年のシーズンオフには、これまでの遅れ
を取り戻すために、オフ返上で自主トレを積
んできた。「今までで一番コンディションが
良い」と言うほど身体を仕上げ、新シーズン
の始動を迎えた。指宿キャンプではコンディ
ションの差により、しばらくはサブ組でプレー
していたが、練習試合でのパフォーマンスを
見ていると、頼もしき“背番号5”が帰ってきた
と実感させてくれた。DFとして相手を潰しに
いく果敢なプレーはもちろん、後方から声を
出して味方を鼓舞し、前線の選手にプレッシ
ングや守備を促す独特のコーチングは、同じ
チームリーダーの大谷秀和や栗澤僚一とは
また一味違ったリーダーシップを発揮する。
「今はサブ組ですが、まだ始まったばかりだ

し、これからコンディションが上がってくれば
序列は変えられると思っています」
　キャンプ中に話していた言葉通り、状態が
向上するに従い、主力組で起用され始めた増
嶋は、今年のリーグ開幕戦の浦和レッズ戦で
念願の公式戦復帰を果たした。
　以降、レッズ戦と前節の大宮アルディー
ジャ戦と、2試合連続のスタメンフル出場。と
は言っても、１年間も実戦から遠ざかっていた
のだから、増嶋自身が持つイメージと実際の
プレーには、まだ若干のズレはあるかもしれ
ない。だがその点は、試合をこなすことで確
実に解消されていく。
　現在、レイソルは開幕2連敗と、近年には
ない苦しい立ち上がりを迎えている。
「勝てば自信がつくし、自分たちがやっている
ことへの不安もなくなる。どんな形でもいいか
ら勝てば間違いなく良くなる」
　J1、天皇杯、ヤマザキナビスコカップの3
大タイトルを知る男は白星こそ状況を好転さ
せると説く。増嶋にとっても、昨年のヴィッセ
ル神戸戦以来、1年ぶりとなる勝利を挙げて、
この悪い流れを断ち切りたい。

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！

3/27（日）ヤマザキナビスコカップ vsベガルタ仙台戦 チケット発売中！
 4/10（日）vsFC東京戦【3/13（日）会員先行発売開始！！ 3/20（日）一般販売開始！！】

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
常陽商事
田中動物病院
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

モン・シェフ
助川工務店
なつの製作所
柏市まちづくり公社
アクタス（細田観光）
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
風早レクトFC
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AA.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
京葉ガス

Grace act
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（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
（医）宙麦会ひだクリニック
Dining Bar SHANTY
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
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
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
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。

あれから1年


