
上位進出をかけた大一番
主導権を握り4連勝を狙う！
　ゴールデンウィークの日立台2連戦、その2戦
目を迎える。リーグ戦3連勝の勢いを持って臨ん
だルヴァンカップのジュビロ磐田戦は、残念な
がら1−２と悔しい逆転負けを喫したが、リーグ
戦4連勝へつなげるためにも、ジュビロ戦で浮か
び上がった課題を中2日という短い時間の中で
修正しなければならない。
　今節、レイソルが迎え撃つのはセレッソ大阪
である。セレッソはJ1リーグ第2節の浦和レッズ
戦（●1−3）の敗戦を最後にリーグ戦7試合無

敗、さらにルヴァンカップを含めた公式戦では
11戦無敗と好調を維持する。「攻撃力が高い」
（中山）と言うように、リーグ戦では8試合連続
得点中だ。FW柿谷曜一朗、FW杉本健勇の強
力2トップに加え、MF清武弘嗣もルヴァンカッ
プ・グループリーグ第3節のサガン鳥栖戦から
スタメンに復帰し、前節の川崎フロンターレ戦
では得点も奪った。攻撃陣のみならず、MF山口
螢、DF丸橋祐介、GKキム・ジンヒョンなど、各
ポジションに質の高い選手を揃えるタレント集

団である。
　レイソルとしては、アルビレックス新潟戦で
FWホニ、FWチアゴ・ガリャルドの攻撃力を警
戒するあまり、ラインが下がってしまった反省材
料を生かしたい。セレッソ攻撃陣にスペースを与
えないためにも、高めのライン設定とコンパクト
な陣形を保ち、攻守両面で主導権を握れるかが
鍵になるだろう。現在、6位のレイソルが、5位・
セレッソとの直接対決を制して4連勝を挙げれ
ば、上位進出は必ず見えてくる。
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［監督］ 尹 晶煥［監督］ 下平 隆宏

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 鎌田 次郎 
3 DF ユン ソギョン
4 DF 中谷 進之介 
5 DF 中山 雄太
6 MF 小林 祐介 
7 MF 大谷 秀和 
8 MF 武富 孝介
9 FW クリスティアーノ
10 FW 大津 祐樹
11 FW ディエゴ オリヴェイラ
13 DF 小池 龍太
14 FW 伊東 純也
16 GK 滝本 晴彦 
17 MF 手塚 康平 
18 FW ドゥドゥ 
19 MF 中川 寛斗 
20 FW ハモン ロペス
21 DF 橋口 拓哉 
22 DF 輪湖 直樹
23 GK 中村 航輔 
24 FW 大島 康樹 
25 MF 安西 海斗 
26 DF 古賀 太陽 
27 DF 今井 智基
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中川 創（2種） 
30 GK 猿田 遥己（2種）
31 DF 宮本 駿晃（2種） 
37 MF 細貝 萌
※出場停止：なし

Staff
ヘッドコーチ／岩瀬 健
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

　ニュルンベルク、ハノーファー、セ

ビージャでの活躍を経て、今季から5

年ぶりにJリーグに復帰した。日本代

表でも中軸を務めるアタッカーであ

る。開幕当初は出遅れ、第3節コンサ

ドーレ戦の復帰後もベンチスタートが

続いていたが、直近の公式戦2試合で

はスタメンに定着。前節のフロンター

レ戦では復帰後初ゴールを決めた。

柿谷、杉本とタレントが揃う中でも、ド

リブルとパスで攻撃の起点を作る清

武には最大限の警戒が必要である。

C大阪／ 46MF  清武弘嗣Stop the Key Player

J.League Division 1 順位表

2017年5月4日現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 鹿島 21 10 7 0 3 4

 2 浦和 19 10 6 1 3 13

 3 G大阪 18 9 5 3 1 12

 4 FC東京 16 9 5 1 3 5

 5 C大阪 16 9 4 4 1 4

 6 柏 15 9 5 0 4 2

 7 神戸 15 9 5 0 4 2

 8 磐田 14 9 4 2 3 4

 9 川崎 13 9 3 4 2 0

10 横浜FM 13 9 4 1 4 0

11 仙台 13 9 4 1 4 -8

12 甲府 12 9 3 3 3 -2

13 鳥栖 11 9 3 2 4 0

14 清水 11 9 3 2 4 -2

15 札幌 9 9 2 3 4 -5

16 広島 5 9 1 2 6 -6

17 新潟 5 9 1 2 6 -9

18 大宮 4 9 1 1 7 -14

予想スターティングメンバー

2017.05.06 SAT 日立柏サッカー場 14：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：久保田 水男

アセッサー：田邊 宏司
主審：家本 政明／副審：堀越 雅弘、岩田 浩義／第4の審判：高寺 恒如

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

◇グループ分け	 Aグループ▷ 柏、札幌、仙台、大宮、FC東京、清水、磐田
 Bグループ▷ 新潟、横浜FM、甲府、C大阪、広島、神戸、鳥栖
◎プレーオフステージ
※Aグループ2位vsBグループ3位、Bグループ2位vsAグループ3位が対戦。
勝者2チームがノックアウトステージに進出

第1戦：6月28日（水）、第2戦：7月26日（水）
◎ノックアウトステージ

【準々決勝】第1戦：8月30日（水）、第2戦：9月3日（日）
【準決勝】第1戦：10月4日（水）、第2戦：10月8日（日） 【決勝】11月4日（土）

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月25日（土） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 ○2-1
2 3月5日（日） 15:00 日立柏 ガンバ大阪 ●1-3
3 3月10日（金） 19:00 等々力 川崎フロンターレ ●1-2
4 3月18日（土） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-1
5 4月1日（土） 14:00 Eスタ サンフレッチェ広島 ○2-0
6 4月8日（土） 15:00 日立柏 清水エスパルス ●0-2
7 4月16日（日） 16:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 ○2-1
8 4月22日（土） 15:00 日立柏 横浜F･マリノス ○2-0
9 4月30日（日） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 ○1-0

10 5月6日（土） 14:00 日立柏 セレッソ大阪 -
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 -
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 -
13 5月27日（土） 15:00 日立柏 大宮アルディージャ -
14 6月4日（日） 19:00 日立柏 浦和レッズ -
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 -
16 6月25日（日） 19:00 日立柏 北海道コンサドーレ札幌 -
17 7月2日（日） 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ -

◆YBCルヴァン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15日（水） 19:00 日立柏 清水エスパルス ○1-0
2 4月12日（水） 19:00 NACK 大宮アルディージャ △0-0
4 5月3日（水･祝）15:00 日立柏 ジュビロ磐田 ●1-2
5 5月10日（水） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 -
6 5月24日（水） 19:00 日立柏 FC東京 -
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -

※1：ガンバ大阪がACL準々決勝に進出した場合、8月18日（金）に変更となる可能性有。※2：浦和レッズがACL準々決勝に進出した場合、9月8日（金）に変更となる可能性有。※3：鹿島アントラーズがACL決勝
に進出した場合、11月5日（日）または11月29日（水）に変更となる可能性有。※4：後半日程は遅くとも7月中旬までに発表予定です。後半日程のキックオフ時刻およびテレビ放送については7月中旬発表予定。

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
18 7月8日（土） 19:00 金鳥スタ セレッソ大阪 -
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 -
20 8月5日（土） 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 -
21 8月9日（水） 19:00 日立柏 サガン鳥栖 -
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス -
23 8月19日（土)or20日（日）※1 ※4 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） ※4 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土）or10日（日）※2 ※4 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土）or17日（日） ※4 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝） ※4 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土）or10月1日（日） ※4 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土）or15日（日） ※4 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土）or22日（日） ※4 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） ※4 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） ※4 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日）※3 ※4 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） ※4 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　     セレッソ大阪

1 GK 圍 謙太朗
2 DF 松田 陸
3 DF 茂庭 照幸
4 DF 藤本 康太
5 DF 田中 裕介 
6 MF ソウザ 
7 MF 関口 訓充
8 FW 柿谷 曜一朗
9 FW 杉本 健勇
10 MF 山口 蛍
11 FW リカルド サントス
13 MF 丸岡 満
14 DF 丸橋 祐介
15 MF 木本 恭生
16 MF 水沼 宏太
17 MF 福満 隆貴
18 MF 清原 翔平 
19 FW 澤上 竜二
20 DF 酒本 憲幸
21 GK キム ジンヒョン 
22 DF マテイ ヨニッチ
23 DF 山下 達也
24 MF 山村 和也
25 MF 山内 寛史
26 MF 秋山 大地
27 GK 丹野 研太
28 DF 温井 駿斗
29 DF 舩木 翔
30 MF 大山 武蔵
31 FW 山根 永遠
32 GK アン ジュンス
33 DF 椋原 健太
34 MF 阪本 将基
35 MF 沖野 将基
36 MF 斧澤 隼輝
37 DF 森下 怜哉
38 MF 西本 雅崇
39 DF 庄司 朋乃也
40 FW 岸本 武流
45 GK 茂木 秀
46 MF 清武 弘嗣
 MF 荒木 秀太（2種）
 MF 有水 亮（2種）
 DF 梅木 絢都（2種）
 MF 喜田 陽（2種）
 DF 小林 洵（2種）
 DF 齋藤 遼（2種）
 DF 瀬古 歩夢（2種）
 FW 中島 元彦（2種）
 GK 林 祥太郎（2種）
 GK 光藤 諒也（2種）
 FW 山田 寛人（2種）
※出場停止：なし

Staff
コーチ／小菊 昭雄、イ ソンジェ、須和部 譲
GKコーチ／武田 亘弘
フィジカルコーチ／山崎 亨、田中 等志

2017	明治安田生命J1リーグ	第10節
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5月2日時点でのデータ
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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。

Stats Stadium 事務局　

2
0
0

MATCH ANALYSIS

ランキング

ソウザ

マテイ　ヨニッチ 柿谷　曜一朗

柿谷　曜一朗 清武　弘嗣

清武　弘嗣 丸橋　祐介

ゴール アシスト

山村　和也 ソウザ

杉本　健勇 関口　訓充
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5月2日時点でのデータ

柏レイソル VS セレッソ大阪



FOCUS——5月2日、U-20日本代表に選出されました。
韓国で開催されるU-20ワールドカップへの意気
込みを聞かせてください。

「グループリーグで戦う南アフリカ、ウルグアイ、
イタリアは、どこもレベルが高い。各予選の上
位チームと対戦できるので、まずは強いチーム
のいるグループに入れたことを喜びたいですし、
そこをしっかり倒してトーナメントへ勝ち上がり
たいと思います。目標として優勝を掲げながら
も、まずは初戦（5月21日）の南アフリカ戦に向
けて良い準備をしていきたいと思います」
——第2戦で対戦するウルグアイは南米予選1位
です。やりがいを感じていますか？

「そうですね。南米のチームとやりたいと思って
いたら1位が同組に来てくれました。去年12 月
のアルゼンチン遠征で対戦したアルゼンチンの
強さが衝撃的だったのに、そのアルゼンチンを
倒したウルグアイはどれほど強いのかが楽しみ
です。イメージとしては全員がカバーニ（ウルグ
アイ代表 /パリ・サンジェルマン）だと思ってプ
レーします（笑）」
——日本もアジアチャンピオンとして出場します。
U-19アジア選手権では、無失点で初優勝を成し
遂げました。

「結果的に無失点で終えられましたが、点を取ら
れてもおかしくない場面はありましたし、そうし
たらアジア選手権直後のアルゼンチン戦では失
点したので、『世界ではチャンスを作られたらしっ
かり決めてくる』と痛感しました」
——中山選手は、自分にとってこのU-20ワールド
カップをどのような大会にしたいですか？

「世界大会なので、世界中のメディアが来ますし、

海外クラブのスカウトも大勢来ると聞いていま
す。究極の目標は、『中山雄太を世界に知らしめ
たい』ということがあります」
——今節、レイソルはセレッソ大阪と対戦します。
相手の印象はいかがですか？

「日本代表の選手が多くいるというのは、自分と
しては一番楽しみなところです。今季のリーグ戦
の試合で無得点は 1試合だけですし、攻撃力が
高いという印象があります」
——前節のアルビレックス新潟戦ではホニ選手の
一発がありました。セレッソの攻撃は、タレント
が大勢いて一発だけではありません。その点は非
常に警戒しているのでは？

「一人ひとりの能力が噛み合っていますね。柿谷
選手はスピードで抜くわけじゃないのに駆け引
きで上回ってフリーになっていることが多いです
し、杉本選手の動き出しも素晴らしいです。で
も起点となっているのは清武選手です。アルビ
レックス戦でもチアゴ・ガリャルド選手がボール
を持ったらホニ選手が走り出していましたし、セ
レッソ戦では清武選手を抑えることがカギにな
ると思います。自分たちは今、主導権を握る守
備をしていますが、最終ラインがついていかな
いとそこで清武選手にスペースを与えてしまうの
で、気をつけて対応したいと思います」
——中山選手は、強力な外国籍選手や日本代表
クラスの選手と対戦する時には、常に「楽しみ」と
言っています。その理由を聞かせていただけます
か？

「僕には失うものがないですし、逆に僕がその選
手たちを抑えたら評価されるだけなので、良い
意味で割り切っています。もしやられたとしても、

自分の新たな課題が見つかるのでポジティブな
ものしかないと思っています。実力が高い人たち
と対戦するのは楽しみしかないです」
——最近は手塚康平選手の活躍が目立ち、アル
ビレックス戦でもFKから決勝点を決めました。
アカデミー時代からの同期で仲の良い中山選手と
しても、手塚選手の活躍は嬉しいのではないです
か？

「もちろん嬉しいのですが…悔しい思いもありま
す（笑）。康平に限らず、同年代の選手の活躍
を見ると『悔しい』と思っていて、その活躍を見
て刺激を受けることはいいことなので、『僕も負
けていられないな』と思います」
——U-20日本代表で言えば、最近では堂安律選
手、小川航基選手が活躍しています。

「去年の U-19アジア選手権の時は、半分ぐらい
の選手はまだ Jリーグの試合に出ていなくて、自
分も以前は『試合に出続けている選手』と見られ
ていましたけど、みんなと同じ立ち位置になって、
同じ見方をされて、負けたくないという気持ちが
あります」
——U-20ワールドカップの開催国は韓国なので、
レイソルサポーターの中には韓国まで応援に駆け
つける方も多いと思います。サポーターへメッセー
ジをお願いします。

「サポーターの方からも『韓国に行く』ということ
を言われていますので嬉しく思います。でもまず
は、自分が代表に行く前の最後の試合で、しっ
かりとセレッソに勝って勝点 3を置いていけるよ
うにしますので、サポーターの皆さんも熱い応
援をお願いします」

中山雄太
5DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

中山選手がお気に入りの曲を
スタジアムビジョン放送
「Vamos Reysol」内で

   紹介します。
   12：40頃の予定です。

♬

Yuta NAKAYAMA



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。

リーグ戦も5月突入で
す☆ 3連勝した4月
の勢いをそのままに、
今日も明るく楽しく！ 
さらなる連勝めざし
て、すすむんだレイソ
ルー！！

❶鳥よし（カレー など）❷ローソン（おにぎり など）
❸ブラウンシュガー（焼きそば など）❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド など）
❺ローソン（おにぎり など）❻Labo Café × E･S･A（プルたま丼 など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（レイソル勝つドッグ など）❽ボンベイ×日立台カリーぶ（レイソルカリー など）
❾海賊船（たこ焼き など）❿エフェケバブ（ドネルケバブ など）
⓫ブラウンシュガー（ステーキプレート など）⓬日京クリエイト（餃子ドッグ など）
⓭侍（もつ煮込み など）⓮ローソン（おにぎり など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種 など）⓰D&C（チーズドッグ など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾









❺

◎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。

新商品情報！「ランチトートバッグ」
 「チュールピアス」などが新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

柏レイソル応援！
勝つ（かつ）バーガー
320円

チュールシュシュ
¥2,160
サイズ：

直径約 80mm
（チャーム：約20mm）

チュールピアス
¥2,160
サイズ：
全長約75mm

ボックス
クーラーバッグ
¥2,160
サイズ：約H220×W160×
D140mm

BENJAMIN ランチトートバッグ
¥2,592

サイズ：約280×200×100mm

❷❺⓮「ローソン」

厚みのあるソース付きとん
かつをバンズでサンドし
たボリューミーな一品。試
食した選手たちも太鼓判
を押す美味しさです！

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 10:00 -
U18B TM 静岡学園高校 15:00 日体大柏グランド
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 OFF - - -
U11 OFF - - -
U10 OFF - - -

★5月6日（土） 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 プレミアリーグ FC東京 14:00 東京ガス武蔵野グランド
U18B OFF - - -
U15 関東リーグ 大宮アルディージャ 18:00 堀崎グランド
U14 メトロポリタンリーグ 大宮アルディージャ 13:00 堀崎グランド
U13 OFF - - -
U12 全少千葉県予選 ラソフィーオ 11:00 秋津小学校
U11 全少千葉県予選 ラソフィーオ 11:00 秋津小学校
U10 OFF - - -

★5月7日（日）



　手塚康平のリーグ初ゴールは、やはりFK
からだった。彼自身、「FKには自信がありま
す」と得意なプレーのひとつであることを明
言するが、それは毎日欠かさず居残りでキッ
ク練習を続けている努力を積み上げてきた
ゆえ、彼なりにプレースキックの精度が徐々
に増している自負があるからだ。
　ただ、アルビレックス新潟戦後の会見で、
下平隆宏監督が「いつもあの位置はクリス
ティアーノが蹴っていたので、クリスティアー
ノが蹴るかと思ったんですが、それを譲って
もらったことに大きな意味があると思いま
す」と少々驚いた様子を見せていたように、
“キッカー変更”が大きなポイントになった
のは事実である。
　そこでクリスティアーノと手塚による、あ
のやり取りの中で、いったい何が起きていた
のかを検証していきたい。
　小池龍太のクリア気味のロングボールが
相手のディフェンスラインの背後へ抜け、ク
リスティアーノが突進。2人のD Fに挟まれ
る格好でファウルをもらったのはクリスティ
アーノ自身だ。したがって、このキックは彼
が蹴るつもりでいた。
　ところが大きな布石があった。ちょうど1
年前の4月30日、同じデンカスタジアムビッ
グスワンでのJ1 1stステージ第9節にて、当
時ヴァンフォーレ甲府でプレーしていたクリ
スティアーノが、アルビレックスから直接FK

を決めていたのだ。レイソルへのスカウティ
ングだけでなく、1年前のその経験もあって
か、アルビレックスはクリスティアーノのFK
を十分に警戒していた。
「私は昨年、アルビレックス相手にFKを決
めていたので、おそらくそれで相手も警戒し
ていたのでしょう。壁の右から1枚目（矢野
貴章）、2枚目（ソン・ジュフン）に高い選手
を置き、3枚目に少し身長の低い選手（チ
アゴ・ガリャルド）を並べました。GKのポジ
ションを見ても、私のキックを警戒したポジ
ショニングを取っていました」（クリスティ
アーノ）
　当初は自分が蹴るつもりでいたが、その
“クリスティアーノシフト”を見た時に、ちょ
うど手塚から「蹴らせてほしい」と言われた
クリスティアーノは、自分のキックを警戒し
たシフトと、手塚への信頼度から「蹴ってい
いよ」とキッカーを譲った。
　あとは、いかに「クリスティアーノが蹴る」
と見せるかの駆け引きである。「クリスが威
圧し続けてくれました」（手塚）と言うとお
り、クリスティアーノは“蹴る雰囲気”をふん
だんに漂わせ、アルビレックスのGKと壁を
牽制。そして相手GKの死角を作るために、

壁の間には中川寛斗と小池が入る。中川が
「下を狙うのか？」とゼスチャーで問いかけ
ると、手塚もまたゼスチャーで「上を狙う」
と返す。キックの瞬間、中川と小池は身を
屈めて、さらにGKの視界を塞いだ。手塚の
キックは、クリスティアーノが言っていた「3
枚目の少し身長の低い選手」の頭上をピン
ポイントで射抜いた。次の瞬間、ネットが揺
れた。
　そのFKを、少し後方で見ていた中山雄太
はこう語る。
「僕は『あそこは康平が蹴ったら入るな』と
思っていました。クリスが蹴るかと思いまし
たけど（笑）、康平が蹴ったので『やっぱり
な』と思いました」
　手塚の初ゴールは、「右・クリスティアー
ノ、左・手塚」と、レイソルのプレースキッ
カーが2枚刃になったことを意味する。今度
は手塚のキック警戒を逆手に取り、クリス
ティアーノが狙う場面も出てくるだろう。セッ
トプレーの選択肢は間違いなく広がった。

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月24日（水）vs東京戦、5月27日（土）vs大宮戦 チケット発売中！
  【残席わずか】6月4日（日）vs浦和戦 チケット発売中！ お早目の購入を！

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
オフィス神山
グーロクリエイト
JAちば東葛
常南通運
常陽商事
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

秋田運輸
菓子工房 モン･シェフ
柏プラネット
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
柏駅前通り商店街振興組合
柏市まちづくり公社
柏駅前通り商店街振興組合
ほねつぎ増尾はりきゅう接骨院
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
海賊船
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A.A.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
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（Fitness24 by 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
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
はるみ鍼灸接骨院
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。

プレースキッカーは2枚刃

Reysol  Report

ユニフォームスポンサー

クラブスポンサー

CSR（社会貢献）パートナーサプライヤー

We Support KASHIWA REYSOL 2017
アカデミースポンサー


