
中村と中谷がリオから帰還
上昇気流を掴むきっかけに！
　上位に踏みとどまるためには絶対に勝たなけ
ればいけなかった前節のベガルタ仙台戦は、課
題のセットプレーとミスによって立て続けに失点
を許し、終わってみれば2−4の敗戦を喫した。
これで第７節の横浜F・マリノス戦に続く連敗と
なり、順位も2ndステージ8位と上位から大きく
引き離されてしまった。
　対する名古屋グランパスは1stステージ第10節
のF・マリノス戦の勝利を最後に16試合未勝利と
いう状況下にある。直近の3試合はシステムを5

−4−1へ変更し、守備的に試合を進めながらカ
ウンターを狙う戦い方へシフトチェンジ。前節は
レッズに0−2で敗れたものの、FW永井謙佑を
最前線に置くスピーディーなカウンターからゴー
ルに迫る場面を作った。FWシモビッチの負傷が
発表されたものの、DF大武峻、DF竹内彬、MF
矢野貴章、MFイ・スンヒと空中戦に強い選手を
揃えており、クロスとセットプレーに強さを発揮
する。サイドからのクロス対応とセットプレーの
失点が目立つレイソルにとっては、守備の課題が

どこまで改善されているかが問われる試合にな
るだろう。
　ただ、レイソルにはポジティブなニュースがあ
る。リオ五輪に出場したU-23日本代表の中村航
輔と、バックアップメンバーの中谷進之介が今
週からチームに復帰。「五輪で得たものをレイソ
ルの戦いに生かしたい。自分が入ることで有益
な何かをもたらさなければいけない」（中村）と
高いモチベーションを抱く2人の復帰を、連敗ス
トップのきっかけにしたい。

311
Vol.

名古屋グランパス2016 MEIJI YASUDA J1 League
2nd Stage 9th Sec
2016.08.20 SAT

VS
松戸ホームタウンデー



［監督］ 小倉 隆史［監督］ 下平 隆宏

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 
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
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）
37 FW クリスティアーノ
※出場停止：なし
Staff
ヘッドコーチ／布部 陽功
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
ヘッドコーチ／ステンリー ブラード
コーチ／ジュロヴスキー
コーチ／島岡 健太、堀尾 郷介
GKコーチ／ジェルソン
フィジカルコーチ／菊池 忍

　2012年以降、リーグ戦で7試合勝てていないグランパス相手に幸先の良い滑
り出しを見せる。12分に輪湖のオーバーラップと大谷のダイレクトパスから工藤
が先制すると、1−1で迎えた41分にも輪湖のクロスを工藤がニアで合わせて1点
のリードを奪って前半を折り返した。大谷が「ここ数試合、自分たちに足りていな
かったことが修正できた」と振り返る
とおり、主導権を握り続けたレイソル
がテンポの良いパス回しで後半もゲー
ムをコントロール。守備面でも体を
張って相手の攻撃を食い止めるなど、
その後の失点を許さなかった。終盤に
は大津のダイナミックな突破から、中川
がプロ入り初ゴールを決めて試合を決
定付け、5試合ぶりの勝利を飾った。

2015年10月3日（土）／日立柏
2015 J1 2nd 第13節　柏［3-1］名古屋プレイバック＠名古屋戦

J.League Division 1 / 2nd Stage 順位表

2016年8月14日（第8節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 浦和 22 8 7 1 0 12

2 川崎 19 8 6 1 1 12

3 大阪 17 8 5 2 1 7

4 鳥栖 17 8 5 2 1 5

5 横浜FM 16 8 4 4 0 8

6 広島 14 8 4 2 2 5

7 神戸 13 8 4 1 3 5

8 柏 13 8 4 1 3 -1

9 仙台 13 8 4 1 3 -1

10 鹿島 10 8 3 1 4 1

11 大宮 10 8 2 4 2 0

12 FC東京 9 8 3 0 5 -4

13 甲府 8 8 2 2 4 -7

14 新潟 6 8 2 0 6 -4

15 福岡 5 8 1 2 5 -6

16 磐田 4 8 0 4 4 -7

17 湘南 3 8 1 0 7 -12

18 名古屋 2 8 0 2 6 -13

VS

予想スターティングメンバー

2016.08.20 SAT 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：大澤 隆

アセッサー：上川 徹
主審：荒木 友輔／副審：西尾 英朗、植田 文平／第4の審判：河合 英治

KASHIWA REYSOL 2016 Game Schedule

※3回戦終了後、再度ドローを実施し、
ラウンド16（4回戦）以降の組み合わせを決定。

◆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） 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） 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 ○3-2
14 5月29日（日） 13:00 日産ス 横浜F・マリノス ●0-3
15 6月11日（土） 19:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-2
16 6月18日（土） 19:00 パロ瑞穂 名古屋グランパス △ 1-1
17 6月25日（土） 19:00 日立柏 湘南ベルマーレ △ 1-1

◆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 ●1-2
7 6月5日（日） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 △ 1-1

◆天皇杯全日本サッカー選手権大会

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
2回戦 9月3日（土） － 日立柏 奈良県代表or京都府代表
3回戦 9月22日（木） － 日立柏 －

ラウンド16（4回戦）11月9日（水）、12日（土） － － －
準々決勝 12月24日（土） － － －
準決勝 12月29日（木） － － －
決勝 1月1日（日） － － －

◆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 ○1-0
2 7月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ ●0-2
3 7月13日（水） 19:00 日立柏 サンフレッチェ広島 △ 3-3
4 7月17日（日） 19:00 味スタ FC東京 ○1-0
5 7月23日（土） 19:00 日立柏 ガンバ大阪 ○3-2
6 7月30日（土） 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田 ○2-1
7 8月6日（土） 19:00 日立柏 横浜F・マリノス ●1-2
8 8月13日（土） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 ●2-4
9 8月20日（土） 19:00 日立柏 名古屋グランパス

10 8月27日（土） 19:00 等々力 川崎フロンターレ
11 9月10日（土） 19:00 日立柏 鹿島アントラーズ
12 9月17日（土） 19:00 神戸ユ ヴィッセル神戸
13 9月25日（日） 19:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府
14 10月1日（土） 19:00 BMWス 湘南ベルマーレ
15 10月22日（土） 14:00 日立柏 サガン鳥栖
16 10月29日（土） 14:00 日立柏 大宮アルディージャ
17 11月3日（木・祝）13:30 レベスタ アビスパ福岡

柏レイソル  名古屋グランパス

1 GK 楢﨑 正剛
2 DF 竹内 彬
3 DF オーマン
5 DF 大武 峻
6 DF 古林 将太 
7 MF 田口 泰士
8 MF ハ デソン 
9 FW シモビッチ 
10 MF 小川 佳純
11 FW 永井 謙佑
13 MF 磯村 亮太 
14 MF 田鍋 陵太
15 MF イ スンヒ 
16 GK 武田 洋平
17 MF 明神 智和 
18 FW 野田 隆之介 
19 FW 矢野 貴章 
20 MF 矢田 旭
21 GK 西村 弘司
22 FW 小屋松 知哉
23 MF 青木 亮太
24 DF 高橋 諒
26 MF 森 勇人
27 FW 杉森 考起
28 GK 荻 晃太
29 MF 和泉 竜司
31 MF 扇原 貴宏
32 FW 川又 堅碁
33 DF 安田 理大
34 FW グスタボ
36 DF 酒井 隆介
38 FW 松田 力
40 MF 梶山 幹太（2種）
41 MF 田中 彰馬（2種）
42 FW 深堀 隼平（2種）
43 DF 青山 夕祐（2種）
44 DF 宮地 元貴 
※出場停止：なし

2016 明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第9節



8月16日時点でのデータ
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ランキング
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矢野　貴章 田口　泰士
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川又　堅碁 永井　謙佑
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柏レイソル VS 名古屋グランパス
8月16日時点でのデータ

提供：データスタジアム



輪湖直樹
——公開日だった火曜日の練習では、守備の確
認を重点的に行っていましたが？
「やっぱり失点が多いですし、前節はもったいな
い失点ばかりだったので守備の確認を重点的に
行いました。でも選手一人一人が整理してやれ
れば失点は減らせると思っています」
——1stステージ終盤は得点力不足に悩まされ
ました。2ndステージでは得点は増えましたが
失点が目立つようになっています。
「改めてサッカーは難しいと痛感しています。ポ
ジティブに考えれば攻撃と守備の両方ができて
いない時はないということなので、攻守のバラン
スが取れれば、もっと強いチームになれると思っ
ています。今は点が取れている分、チームとして
もっと守備の意識を高める必要があると思いま
す」
——1stステージの課題だった攻撃面が改善さ
れてきた要因は？
「今の前線3人は、クリスは半年ぶりに復帰です
し、ディエゴと（伊東）純也は今年から加わった
選手。単純にその3人が後ろの選手と噛み合う
ようになってきた印象を受けます」
——輪湖選手が絡んだジュビロ磐田戦の決勝
ゴールは、まさにチームが狙う形が表れたと思
いますが、あらためてクリスティアーノ選手との
連携で心掛けていることは？
「クリス自身がレイソルのサッカーに合っていま
すね。みんなも信頼していますし、自分はクリス
に気持ち良くプレーさせるように毎試合努力して
いますし、クリスの能力はレイソルの強みでもあ
るので、これからも彼を最大限生かせるように
していきます」

——輪湖選手自身、攻撃参加の回数こそ昨年よ
り少ない印象を受けますが、得点に絡む場面は
今年の方が多いです。
「そうですね。昨年より得点に絡むことは少し増
えていると思います。バランスを考えて攻撃に出
て行ける時は行くという意識でやっていますが、
回数が少ない分、上がった時にはインパクトを
残したいというのがあるので、そういう意味でも
上がった時にはもっと得点に絡んで仕事ができ
るようにしたいです」
——ただ、今回の連敗によってステージ優勝や
年間順位上位は厳しい状況になりました。
「少しでも上に行かなければいけないと思います
し、自分は一昨年の最後に7連勝をして終わっ
たことを経験しています。そういうことを思い続
けながら取り組めれば可能性は全くゼロではな
いと思っています。今は全力を尽くしてやれるだ
けのことをするというのが大事。チャンピオン
シップ出場は、今の状況を考えると難しくなりま
したが、まずは目の前の試合を一つ勝つことで
可能性が広がってくると思うので、先のことをあ
まり考えすぎず、目の前の試合に懸ける強い思
いを一人一人が持つべきだと思います」
——その目の前の試合が名古屋グランパス戦で
す。相手は16戦未勝利ですが、逆にこういう相
手との対戦は難しいのではないですか？
「もちろんどんな相手でも難しいですが、グラン
パスも試合に懸ける思いは強いと思っています。
でも自分たちが上に行くためには絶対に勝たな
ければいけない。グランパスをスカウティングし
て、狙いどころをしたたかに突いていければ勝
つ可能性は高まってくると思います」

——グランパスには高さがあり、1stステージの
対戦でもクロスからシモビッチ選手に決められ
て失点をしました。しかもレイソルは2ndステー
ジでもセットプレーとサイドのクロスに懸念があ
ります。
「セットプレー、クロスからの失点がここ最近は
本当に多いですし、逆にグランパスはそこを強
みとしているチームです。1stステージの試合も
勝たなければいけない試合だったと思いますし、
どちらかというと「取りこぼしてしまった」という
印象があります。前線にロングボールやクロスを
入れてくるので、その点は特に警戒しなければ
いけないと思います。ジュビロ戦、F・マリノス戦、
ベガルタ戦と3試合連続で先制されていますし、
レイソルはセットプレーからの失点が多い。試
合の入りも悪くはなく、決して集中していないわ
けではないんですけど、それでも失点している。
だからもっともっと選手同士が声をかけ合って、
もっともっと集中してやらなければいけない。あ
とはシモさん（下平隆宏監督）からも話がありま
したが、ウォーミングアップは身体を動かすだ
けじゃなく、そこから試合と同じ意識や同じメン
タルを持って取り組んでいく。そういう意識の部
分を改善できれば試合の入り方も変わってくると
思いますし、みんながそういうことを意識してい
ます」
——サポーターへメッセージをお願いします。
「グランパスは難しい相手ですが、勝つために最
後まで走りきります。サポーターの声援は選手
の力になり、励みになるので、今節も全力の応
援をよろしくお願いします」

Naoki 
WAKO22DF



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。

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TM vs関東学院大学 9:00 関東学院大学
U18B TM vs関東学院大学 9:00 関東学院大学
U15 クラブユース 準々決勝 - 帯広
U14 TR - 10:00 -
U13 オランダ遠征 - - -
U12 関東大会 - - -
U11 OFF - - -
U10 江南南招待 - - -

◉8月21日（日）

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 TR - 10:00 -
U18B TR - 10:00 -
U15 クラブユース ラウンド16・名古屋 10:00 帯広
U14 TR - 10:00 -
U13 オランダ遠征 - - -
U12 関東大会 - - -
U11 OFF - - -
U10 江南南招待 - - -

◉8月20日（土）

2017年版 柏レイソルカレンダー
予約受付中！！

連勝に浮かれたか
と思えば、
負けが続いてどんより…
と相変わらずめまぐるしい
レイソルですが、
そこも楽しむぞっと！
今夜は必勝だー！

❶鳥よし（カレー、唐揚げ、ピリ辛胡麻ダレと特製とりそぼろの冷やしタンタン麺 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（とりスタ丼、かき氷 など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（スペアリブ、サーロインステーキ弁当 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、カクテル各種 など）
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
仕様：

【壁掛けタイプ】A2判（H594mm×W420mm）、全13ページ（表紙含む）
【卓上タイプ】H100mm×W148mm（プラケース入り）、全14 枚（表紙含む）
価格：両タイプ共に￥1,080-（税込）　※会員割引（5％引き）あり

受付期間：
2016年9月11日（日）まで
お渡し開始予定：2016年10月26日（水）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。

■アソシエイツ会員の方のみ
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ください。

※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。 ※画像はイメージです。

壁掛けタイプ▶

卓上タイプ▶



2ndステージ第8節終了時点で、レイソル
は勝点13の8位。首位の浦和レッズと

の差は9となっている。また、年間勝点では
37で7位に位置しており、年間順位で首位に
立つ川崎フロンターレとは20差、AFCチャン
ピオンズリーグ（ACL）出場圏内の3位・鹿
島アントラーズとも12の開きがある。来季の
ACL出場権獲得を狙うレイソルにとって、横
浜F・マリノス戦と、前節のベガルタ仙台戦の
連敗はあまりにも痛すぎる敗戦となった。
　数字上では可能性が残されているとはい
え、実質的にはステージ優勝、あるいは年間
3位は難しい状況にある。ただ、ここであえて
ACL出場権を獲得した2年前のシーズンを
振り返っていきたい。
　1ステージ制だった2014年。現在と同じ
25試合を消化した時点で、レイソルは勝点
38の8位に位置していた。そのときの首位
はレッズ、以下フロンターレ、アントラーズと
続く。このシーズンは最終的に4位に滑り込
み、天皇杯のガンバ大阪の結果によって繰り
上がりでACL出場権を獲得するわけだが、そ
の25試合終了時点の4位はサガン鳥栖で、
勝点が44だった。そして2016年の現在の4
位はサンフレッチェ広島で勝点は43。2年前
と近いシチュエーションにある。

　順位だけではない。2年前、レイソルは第
18節から第22節まで3勝2分と無敗を続
け、8月を良い形で締めくくっていた。第22節
終了時でレイソルは順位を5位まで上げ、3位
のアントラーズに勝点差5まで迫った。この
勢いを持って一気に上位を捕えると意気込ん
で9月の戦いに臨んだ。しかしその後はセレッ
ソ大阪、レッズに敗れ、第26節のFC東京戦
ではネルシーニョ監督のシステム変更も奏功
せず0−4の完敗。順位を8位まで落とし、
ACL出場権獲得の可能性は極めて薄いと思
われた。
　今年もまた、2ndステージ開幕のアルビ
レックス新潟戦から第6節のジュビロ磐田戦
まで4勝1分1敗と上々の成績を残し、３連勝
という非常に良い流れで7月を終えた。勢い
を持って8月へ向かった中でF・マリノス、ベガ
ルタに敗れて順位を後退させた。このように2
年前と今年は共通した部分が多い。
　周知のとおり、2014年は第28節から怒
涛の７連勝を記録する。連勝のスタートと
なったアントラーズ戦は10月18日。したがっ
て「秋に入ってから調子を上げた」という印
象があるが、2年前と比べて2ステージ制の
現在はスケジュールが前倒しになっているた
め、約1ヶ月半以上の違いがあり、今節の名古

屋グランパス戦が年間消化試合数では26試
合目にあたる。７連勝フィニッシュ時と残り試
合も置かれている立場もそう変わらない。つま
り、ここから調子を上げていき、目の前の試合
を一つ一つ勝ってさえいけば、まだACL出場
権を獲得する可能性は十分に残されていると
いうことだ。確かに現時点で可能性は低い。
だがその状況を変えられるのは勝利しかな
い。一つ一つ勝ち星を積み重ねることでACL
出場への可能性を高めていける。
　ただ、2014年は夏から加わったドゥドゥ
（現ヴァンフォーレ甲府）がラスト7試合で5
得点をマークし、さらに当時ルーキーだった中
谷進之介が終盤に抜擢されて素晴らしいパ
フォーマンスを見せた。彼らのように、今年も
悪い流れを断ち切るとともに、チームに勢い
をもたらすプラスアルファの新たな力が必要
だ。サブやベンチスタートの選手はもちろん、
ケガでここまで思うような活躍できていない
選手、いまだ出場機会を得られていない若手
の発奮を期待している。
　怒涛の７連勝でACL出場権を獲得した
2014年の再現をもう一度。

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！

 9/10（土）vs鹿島戦、9/25（日）vs甲府戦  チケット発売中！
 9/3（土）天皇杯2回戦  チケット発売中！

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
ロイヤルガーデンパレス柏 日本閣
助川工務店
なつの製作所
柏市まちづくり公社
あおば歯科
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
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
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

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。

2014年の再現へ


