
決勝T進出王手がかかる一戦
勝利で弾みをつけよう！
　ヤマザキナビスコカップはグループステージ
第4節を迎える。現在レイソルはBグループで勝
点7の2位。勝点8で首位に立つベガルタ仙台が
今節は試合がないため、レイソルは勝てば暫定
ではあるがグループ首位となり、決勝トーナメン
ト進出に大きく前進する。
　対するアルビレックス新潟は公式戦8試合未
勝利が続いている。しかし直近のリーグ戦では
ガンバ大阪、浦和レッズを相手に確実に勝点を
積み上げ、「試合内容は悪くないし、アルビレッ

クスはどの試合でもチャンスを作れている」（大
谷）というように、レッズとの試合ではカウンター
から数多くの好機を生み出し、勝点3を手にして
もおかしくはない試合を演じた。攻撃の核であ
るFWラファエル・シルバこそ怪我で欠くものの、
スピードのあるFW山崎亮平、FW田中達也と、
彼らを操るMFレオ・シルバが中盤に君臨。チー
ム全体でボールを動かしながらスペースを突く
攻撃はダイナミックで、対戦相手からすれば非常
に危険だ。

　アルビレックスとは1stステージ第4節で対戦
し、その時は2−2のドローに終わった。ただし
２ヶ月が経った今、チームに浸透した下平隆宏
監督のサッカーには、「手応えをつかんでいる」
（小林）と選手たちは自信を抱く。
　勝てば決勝トーナメント進出に王手をかける
が、敗れれば自力でのグループステージ突破が
なくなるおそれのある一戦。5年連続のベスト8
と、その先にある3年ぶりの優勝へ向けて、重要
な局面を迎えた。
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アルビレックス新潟2016 J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP
Group Stage 5th Sec
2016.05.18 WED VS



［監督］ 吉田 達磨

1 GK 黒河 貴矢
2 DF 大野 和成
3 DF 増田 繁人
4 DF 舞行龍ジェームズ
5 DF 前野 貴徳
6 MF 小林 裕紀
7 DF コルテース
8 MF レオ シルバ
9 FW 山崎 亮平
10 FW ラファエル シルバ 
11 FW 指宿 洋史
13 MF 加藤 大
14 FW 田中 達也
16 FW 平松 宗
17 MF 伊藤 優汰
18 MF 成岡 翔
19 FW 鈴木 武蔵
20 DF 林 裕煥
21 GK 守田 達弥
22 GK 川浪 吾郎
23 MF 酒井 宣福 
24 DF 西村 竜馬
25 MF 小泉 慶
26 MF 端山 豪
27 DF 松原 健
28 DF 早川 史哉
29 MF 宮崎 幾笑
30 DF 長谷川 巧（2種）
31 GK 小澤 章人
32 FW カリウ
37 MF 野津田 岳人
41 MF 小塚 和季
※出場停止：なし

［監督］ 下平 隆宏

Staff
ヘッドコーチ／布部 陽功
コーチ／エジネウソン
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
コーチ／片渕 浩一郎、北嶋 秀朗、
　　　　能仲 太司、渡邉 基治、
　　　　安田 好隆
GKコーチ／不老 伸行

　初戦のレッズ戦以降、白星のないレイソルは決勝トーナメント進出のためには
是が非でも勝点3が必要な試合となった。直近のリーグ戦のヴァンフォーレ戦の
敗戦を教訓に、序盤からキレのあるプレーで主導権を握ると、9分に高山の突破
から田中が先制点を挙げ、34分にも中盤から前線へ飛び出した茨田の強烈なミ
ドルシュートが決まって前半だけで2
点のリードを奪う。この試合の内容は
「攻守において本来の動きが戻った」
とネルシーニョ監督も称賛。58分、CK
のこぼれ球を渡部が詰めて3−0と勝
敗を決定づける。守備陣を束ねた増嶋
も「レイソルらしい強いサッカーができ
た」と振り返る充実の内容で、グループ
ステージ突破に大きく前進した。

2014年5月21日（水）／日立柏
2014 ヤマザキナビスコカップ予選リーグ第4節 柏［3-0］新潟プレイバック＠新潟戦

VS

予想スターティングメンバー

2016.05.18 WED 日立柏サッカー場 19：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：桂木 聖彦

アセッサー：山田 等
主審：飯田 淳平／副審：数原 武志、蒲澤 淳一／第4の審判：佐藤 貴之

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 △ 2-2
4 3月19日（土） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 △ 2-2
5 4月2日（土） 15:00 ベアスタ サガン鳥栖 △ 1-1
6 4月10日（日） 19:00 日立柏 FC東京 ○1-0
7 4月15日（金）※ 1 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
8 4月24日（日） 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ ○2-0
9 4月 30日（土） 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸 ○2-0

10 5月4日（水・祝） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 ○2-0
11 5月8日（日） 13:00 日立柏 川崎フロンターレ ●1-3
12 5月13日（金）※ 1 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島 △ 0-0
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） 19:00 日立柏 ベガルタ仙台
16 6月18日（土） 19:00 パロ瑞穂 名古屋グランパス
17 6月25日（土） 19:00 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 △ 2-2
2 3月27日（日） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-1
3 4月6日（水） 19:30 ニッパ球 横浜 F・マリノス ○3-1
4 4月20日（水） 19:00 日立柏 川崎フロンターレ ○2-1
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） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟
2 7月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ
3 7月13日（水） 19:00 日立柏 サンフレッチェ広島
4 7月17日（日） 19:00 味スタ FC東京
5 7月23日（土） 19:00 日立柏 ガンバ大阪
6 7月30日（土） 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田
7 8月6日（土） 19:00 日立柏 横浜F・マリノス
8 8月13日（土） 19:00 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 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ グループステージ 第5節

柏レイソル  アルビレックス新潟

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 
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
34 FW ドゥドゥ
35 DF 古賀 太陽（2種）
※出場停止：湯澤 聖人

2016Jリーグヤマザキナビスコカップ
予選リーグ順位表

2016年4月20日（第4節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 大宮 8 4 2 2 0 2

2 神戸 7 3 2 1 0 4

3 甲府 5 4 1 2 1 0

4 磐田 4 3 1 1 1 0

5 湘南 4 3 1 1 1 0

6 鹿島 3 3 1 0 2 -2

7 名古屋 1 4 0 1 3 -4

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 仙台 8 4 2 2 0 2

2 柏 7 4 2 1 1 2

3 福岡 5 3 1 2 0 1

4 川崎 4 4 1 1 2 3

5 横浜FM 4 3 1 1 1 -1

6 新潟 3 3 1 0 2 -5

7 鳥栖 1 3 0 1 2 -2

Bグループ

Aグループ



5月16日時点でのデータ
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掲載データのご利用は、マッチデープログラム等の許可された印刷物とクラブホームぺージのみとなります。

許可無くその他の用途（転載・販売等）に使用することを禁止します。

データのご利用についてご不明な点がございましたら、StatsStadium事務局までお問い合わせ下さい。
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小林祐介
——今季のヤマザキナビスコカップへの意気込
みを聞かせてください。
「今年の初出場がナビスコカップのアビスパ戦
で、そこから出場機会をつかみましたし、決勝
トーナメントに進出して、必ず上に勝ち進まなけ
ればいけない大会だと思っています。タイトルを
目指していますし、特に今回の試合に勝てば決
勝トーナメント進出に近づくのでモチベーション
は高いです」
——今年は開幕当初は成績が出ませんでした
が、４月以降に結果が出始めた要因を小林選手
はどのように考えていますか？
「結果が出ていなくても内容の良かった試合が続
いていました。チームの中では『1勝すれば波に
乗れる』という感触を持っていたので、F・マリノ
ス戦の初勝利が大きかったですね。シモさん（下
平隆宏監督）に替わって、守備のオーガナイズ
が整理されて、今は一人ひとりが何をやればい
いのかがはっきりしています。それも要因だと思
います」
——チームの組織的な守備には手応えをつかん
でいるのではないですか？
「手応えはありますね。前からプレスに行って
ボールを取れているシーンもありますし、前から
いけない時はブロックを作って対応ができてい
ます。チーム全体で統一できているという自信
はあります」
——小林選手自身、中盤でマッチアップする相
手選手からボールを奪い取るプレーが増えてい
ます。
「前からのプレッシャーがハマっているので、僕
は前の動きに連動して、そこで潰しているだけで

す。前からのプレスがあるからこそ、自分が狙
いを絞れるし、そこは続けていきたいですね」
——昨年のシステムではもう一列前のポジション
でした。現在との違いはどのような点にあります
か？
「去年は自分がボールを奪うというよりは、後ろ
の選手のためにパスコースを限定することが仕
事でしたが、今年はボランチで自分のところで
奪うことが仕事なので、ボールを奪う面では今
のポジションの方が自分の特長を出しやすいで
すし、自分の理想は相手の中心選手に何もさせ
ないことをしてから攻撃に出ていくことなので、
守備から入った方が波に乗っていけると思ってい
ます。ただ、今は守備に重点を置いているので、
これからはボールを奪った後は攻撃に絡んでい
くプレーをもっと増やしていきたいです。ボラン
チなので、ゴールに直結するようなパスを出せる
ように、もっとレベルを上げていかなければい
けないと思っています」
——昨年までの小林選手は怪我やコンディショ
ンを崩して離脱する時もありましたが、今季は
試合に出続けています。
「試合をこなして、そこで出た課題を踏まえて次
の試合への準備をするというサイクルができてい
るので、毎日が充実しています。あとは食事面、
睡眠時間、毎日のストレッチも、今年は今まで
以上に意識するようになったからこそ、体調不
良や怪我も少なくなったと感じています」
——今回対戦するアルビレックス新潟の印象は
いかがですか？
「監督がタツさん（吉田達磨監督）に替わって、
ボールを大切にしながらも、切り替えや縦への

速さというアルビレックスの良さを残していると
思います。前からのプレッシャーも速いですし、
そこは警戒しています」
——小林選手のポジションではレオ・シルバ選
手とのマッチアップが鍵を握りそうです。
「相手はJリーグを代表するすばらしい選手です
が、変にリスペクトしすぎず、そこは平常心でマッ
チアップしたいと思います」
——最近の試合では遠藤保仁選手、小笠原満男
選手、中村憲剛選手と、日本を代表する中盤の
名手と対戦してきました。ビッグネームを目の前
にしても怯まなくなっているのではないですか？
「いや、でも最初に整列をして握手をする時に
は、遠藤選手や小笠原選手にはオーラを感じま
した。やっぱり小さい頃からテレビで見ていた
選手なので、『おっ！』という感じにはなりますよね
（笑）。しかも僕は子どもの頃、小笠原選手、遠
藤選手、中村選手に憧れていて、特に小笠原選
手のスルーパスをよく真似していました。だから
自分が同じピッチに立って憧れの選手と対戦で
きたのはすごく幸せでしたね。試合が始まれば、
もちろんプレーに集中しますが、後から試合を
振り返って、そういう選手たちのプレーから勉強
させてもらっています」
——最近は小林選手の応援歌もできました。そ
こを踏まえてサポーターへのメッセージをお願い
します。
「応援歌を作っていただいてありがとうございま
す。本当に嬉しいですね。原曲は知らなかった
んですが（笑）、親からはすごくヒットした曲だ
と聞きました。たくさん歌っていただけるように、
これからも頑張ります」

Yusuke 
KOBAYASHI25MF



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。

アクリルストラップ
（エンブレム）

¥972
サイズ：

全長約120mm

アクリルストラップ
（ユニフォーム）

¥972 
サイズ：

全長約120mm

ラバーストラップ
（ユニフォーム）
¥648
サイズ：
全長約90mm

HOME（表）

AWAY（裏）

★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









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
U18A CY予選 vsグラシア相模原 18:30 東京ガス武蔵野苑
U18B TR - 10:00 -
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TM vs横浜F・マリノス 11:00 かもめパーク
U12 TR - 10:00 -
U11 TR - 10:00 -
U10 OFF - - -

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A OFF - - -
U18B TM vs習志野高校 9:30 習志野高校グラウンド
U15 関東リーグ vs大宮アルディージャ 14:00 柏
U14 メトロポリタン vs大宮アルディージャ 16:15 柏
U13 OFF - - -
U12 LEGA vs川崎フロンターレ 11:30 柏
U11 LEGA vs川崎フロンターレ 10:00 柏
U10 TM vs川崎フロンターレ 10:00 柏

◉5月21日（土）

◉5月22日（日）

新商品情報！エンブレムとユニフォームの
 「アクリルストラップ」などが新発売！

ワクワクの局面に
入ってまいりましたよ〜。
突破に向けて、
パワーと気持ちを
出し尽くして、
とにかく勝ちましょう！
狙え！ナビスコー！

再入荷！



先週末の1stステージ第12節サンフレッ
チェ広島戦の試合前に、エディオンス

タジアムの記者室でメンバー表を目にした時
の、レイソルのスタメンには驚かされた。伊東
純也と山中亮輔が負傷、中谷進之介が出場
停止という事情があったにしても、下平隆宏
監督は8選手を入れ替えて、前年のJリーグ
チャンピオンとの試合に臨んだのである。
　これは“ターンオーバー”などという単純な
理由ではなく、攻撃を浴びる時間の長かった
フロンターレ戦の反省点を踏まえ「守備の時
間を減らすためにボールを保持できる選手を
多めに起用した」（下平監督）という狙いがあ
り、起用された選手たちも、その週のトレーニ
ングの中でスタメンに見合うだけのアピール
と好パフォーマンスを披露したのだろう。
　ただ、サンフレッチェ戦のメンバーをあら
ためて振り返れば、栗澤僚一、輪湖直樹、太
田徹郎、茨田陽生、秋野央樹ら、元来スタメ
ンで出続けてもおかしくはない選手たちばか
りだ。彼らの実力については今さら説明する
までもないが、それでも8人も入れ替われば
連携面でどこかに難しい部分が生じてもお
かしくはなかった。その状況下でも、狙い通り
「ボールをつなぐ」という彼らの持ち味を発
揮しつつ、フロンターレ戦で露呈した守備の

課題を修正できた。中村航輔のビッグセーブ
がチームのピンチを救った場面こそあれ、全
体の共通理解をピッチ上で体現できたのは
評価していい部分である。それに、ここ数年
ほぼ変わらぬメンバーで戦い、連携面では一
日の長があるサンフレッチェを相手に、アウェ
イで手にした勝点1は悪い結果ではない。
「絶対的な選手がいるわけでもないし、誰
かに頼っているわけではない。チーム全体で
底上げをして、全員で戦っていくことは長い
シーズンを見れば大事。ここまでを振り返って
も、その部分でうまくいっていることは多い。
これから先も全員で戦っていけるシーズンにし
ていきたい」
　大谷秀和がそう話していた通り、サンフレッ
チェ戦は、レイソルの選手層の厚さとチーム
の共通理解が順調に進んでいることを示す
試合となった。
　そして、今回のレイソルの戦いぶりに誰より
も驚いていたのがサンフレッチェの森保一監
督だった。
　森保監督は会見を終えて、エディオンスタ
ジアムのミックスゾーンでメディアの囲み取材
を受けるのが常となっているが、広島メディア
から伝え聞いた話では、森保監督はその場
でレイソルの戦いについても言及し、8人が入

れ替わっても変わらない統率されたチーム戦
術、攻守で変化するシステム、下平監督の読
めない采配などを称賛。「相当興奮していま
した」と広島の記者は森保監督の様子を教
えてくれた。4年で３度のリーグ制覇の経験
を持つ指揮官の目に、レイソルの戦いぶりは
そのように映っていたようだ。
　今回の試合からトゥーロン国際大会の出
場で中村が、U-19日本代表の韓国遠征で中
山雄太がチームを離れる。また、今夏にはリオ
五輪で複数の選手が不在になる可能性があ
り、秋にはU-19アジア選手権も開催される。
直近の試合だけを見ても、今週のヤマザキナ
ビスコカップの試合とリーグのアビスパ福岡
戦の間隔はわずかに中２日と、選手は厳しい
戦いを強いられる。
　こうした状況を乗り越えるためには、サンフ
レッチェ戦だけに限らず、誰が出場しても同
等のパフォーマンスを発揮し、結果を残して
いく選手層がシーズンを通じて求められる。
大谷が話していたように、特定の選手で戦う
のではなく、30人全員が必要不可欠な戦力
でいることが、レイソルのあるべき姿である。

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！

 5/21（土）vs福岡戦　チケット発売中！
 6/11（土）vs仙台戦、6/25（土）vs湘南戦　会員先行発売中！ 一般発売は5/22！ 

選手層の厚さを示す

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
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。


