
戦う気持ちを前面に出し、
真っ向勝負で勝利を手にする！
　明治安田生命J1リーグ第14節は、レイソルに
とって「前半戦最大の山場」とも言える大一番と
なる。前節、大宮アルディージャ戦の勝利によっ
てリーグ戦7連勝となり、暫定ながら首位に立っ
たレイソル。試合を追うごとにチームは成熟し、
勝利を重ねることで若い選手たちは自信を深め
てきた。この絶好のタイミングで迎える相手は
浦和レッズである。
　レッズはAFCチャンピオンズリーグ（ACL）
ラウンド16により、リーグ第13節が7月5日開催

となった。そのため1試合消化の少ない状況で
はあるが、それでもレイソルとは勝点4差の4位
につけ、MF大谷秀和も「リーグでもACLでも結
果を残しているのは力のある証拠」と強さを認
める。5月31日には済州ユナイテッドFCとACL
ラウンド16第2戦を戦い、第1戦（●0−2）のビ
ハインドを跳ね除ける大逆転勝利（○3−0）を
飾った。120分間の激闘をこなしたとはいえ、劇
的な勝利によるACLベスト8進出はメンタルの
充実へとつながり、疲労を軽減させるだろう。

FWラファエル・シルバは右足の負傷で出場が
危ぶまれているものの、現在11得点を挙げ得点
ランキングトップに立つFW興梠慎三をはじめ、
FW李忠成、FW武藤雄樹ら攻撃陣はリーグ最
多の33得点と圧倒的な破壊力を誇る。
　ただ、そんな強力なレッズが相手でも、レイ
ソルの戦い方は変わらない。7連勝の原動力に
もなったハイプレスとポゼッション、そして90分
間走り抜く献身性と戦う気持ちを前面に出し、
真っ向勝負を挑んで勝利を掴み取る。

R e y s o l  W i n n i n g  G u i d e

浦和レッズVS
日立キャピタルDAY
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Vol.
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［監督］ ペトロヴィッチ［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

Staff
コーチ／堀 孝史
コーチ／杉浦 大輔
コーチ／天野 賢一
コーチ／長嶺 寛明
GKコーチ／土田 尚史

　2005年から09年までレイソルに在

籍し、07年には10得点を挙げてチーム

を牽引した。14年から活躍の場を移し

たレッズでは、興梠、武藤と破壊力抜

群のユニット“KLM”を結成。今季は

ここまで2得点だが、近年はレイソル

戦で勝負強さを見せ、一昨年の天皇

杯準決勝と昨季2ndステージでは痛

烈な一撃を浴びせられた。ゴール前の

嗅覚、GKのタイミングを外すシュート

テクニック、日立台ではそのストロング

ポイントを封じ込めたい。

浦和／ 20FW  李忠成Stop the Key Player

 J.League Division 1 順位表

2017年5月28日（第13節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 柏 27 13 9 0 4 8

 2 G大阪 25 12 7 4 1 17

 3 C大阪 25 13 7 4 2 10

 4 浦和 23 12 7 2 3 18

 5 川崎 22 12 6 4 2 8

 6 FC東京 21 13 6 3 4 6

 7 鹿島 21 12 7 0 5 0

 8 横浜FM 20 13 6 2 5 2

 8 神戸 20 13 6 2 5 2

10 鳥栖 18 13 5 3 5 -1

11 仙台 17 13 5 2 6 -10

12 磐田 16 13 4 4 5 0

13 清水 14 13 3 5 5 -4

14 甲府 14 13 3 5 5 -4

15 札幌 12 13 3 3 7 -8

16 広島 10 13 2 4 7 -8

17 新潟 8 13 2 2 9 -17

18 大宮 7 13 2 1 10 -19

予想スターティングメンバー

2017.06.04 SUN 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

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 ○1-0
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 ○2-1
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 ○2-0
13 5月27日（土） 15:00 日立柏 大宮アルディージャ ○4-2
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 △1-1
6 5月24日（水） 19:00 日立柏 FC東京 ●0-1
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 ●1-2

※1：浦和レッズがACL準々決勝に進出したため、9月8日（金）に変更となる可能性有。
※2：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。

◆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 6月21日（水） 19:00 日立柏 ブリオベッカ浦安
3回戦 7月12日（水） - - 町田or大分

ラウンド16（４回戦）9月20日（水） - - -
準々決勝 10月25日（水） - - -
準決勝 12月23日（土･祝） - - -
決勝 1月1日（月･祝） - - -

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） ※2 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） ※2 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土）or10日（日）※1 ※2 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土）or17日（日） ※2 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝） ※2 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土）or10月1日（日） ※2 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土）or15日（日） ※2 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土）or22日（日） ※2 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） ※2 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） ※2 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日） ※2 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） ※2 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　    浦和レッズ
2017 明治安田生命J1リーグ 第14節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

1 GK 西川 周作
3 MF 宇賀神 友弥 
4 DF 那須 大亮
5 DF 槙野 智章
6 DF 遠藤 航
7 MF 梅崎 司
8 FW ラファエル シルバ 
9 FW 武藤 雄樹 
10 MF 柏木 陽介
13 FW 高木 俊幸
14 MF 平川 忠亮
15 MF 長澤 和輝
16 MF 青木 拓矢 
17 DF 田村 友
18 MF 駒井 善成 
19 FW オナイウ 阿道
20 FW 李 忠成 
21 FW ズラタン
22 MF 阿部 勇樹
23 GK 岩舘 直
24 MF 関根 貴大
25 GK 榎本 哲也
26 MF 伊藤 涼太郎
28 GK 福島 春樹
30 FW 興梠 慎三 
38 MF 菊池 大介
39 MF 矢島 慎也
46 DF 森脇 良太
 DF 大西 翔也（2種）
 DF 橋岡 大樹（2種）
※出場停止：なし



5月30日時点でのデータ
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MATCH ANALYSIS

ランキング

柏木　陽介

武藤　雄樹 興梠　慎三

柏木　陽介 宇賀神　友弥

李　忠成 駒井　善成

ゴール アシスト

興梠　慎三 関根　貴大

ラファエル　シルバ 柏木　陽介

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）
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提供：データスタジアム

5月30日時点でのデータ

柏レイソル VS 浦和レッズ



FOCUS——現在7連勝ですが、この好調の要因は？
「最初に挙げられるのが、試合や練習に取り組
む姿勢が、この7 連勝につながっていると思い
ます。そして、それぞれの選手がピッチに入った
時の覚悟を持っている。その2 つが大きな要因
だと思います。この7 連勝によって自信を得た選
手がまたプレーするということで、今後にもつな
がってくると思います。良い試合をしている自信
もありますし、良い勝ち方をしている自信もあり
ます。トレーニングでやってきたことを試合で出
せるようになっているので、それが良い結果を生
んでいるのだと思います。各選手が勇気と覚悟
を持って試合に入り、アグレッシブな仕掛けも見
られますし、7 連勝は偶然ではないと思います」
——昨季の2ndステージもレイソルは攻撃力を見
せていましたが、今季は組織で崩す場面が多い
です。それだけチームの戦い方が成熟してきたと
いうことでしょうか？

「チームとして機能しているのは大きいですね。
パスで崩す場面が見られるように、個人の能力
に頼らないプレーが攻守に渡ってできています。
以前は前線からプレスをかけても連動しきれず、
スペースができている時もあったのですが、最近
の試合ではそういうところは克服できています。
守備陣も素早く守備の連携を作って守ることが
でき、攻守に渡って良いプレーを出せていること
が勝利につながっているのは間違いないですね。
そして、GKに関しては言うことはありません。日
本代表の（中村）航 輔が守ってくれているので、
僕たちは安心してプレーができています」
——クリスティアーノ選手はここまで5得点を記録
しています。しかし、この連勝の前までは得点数

が伸びませんでしたが、そこで焦りはなかったの
ですか？

「自分がかなりのチャンスを外してきたというの
はわかっています。決めていれば、今頃 10 得点
ぐらい決めていてもおかしくはなかったと思いま
すが、先ほど言ったように自信や覚悟を持って
プレーすることが結果にもつながってきていると
思います。また、トレーニングでは決めることが
できても、試合で決められないこともありました。
そこも改善できていますし、ここぞという時の決
断力も磨かれてきているので、それがこの結果
につながっていると思います」
——クリスティアーノ選手は得点以上に、最近は
アシスト数が伸びています。

「この2 年、自分は二桁得点を決めているので、
当然マークは厳しくなります。そこで自分が囮と
してプレーし、周りの選手の得点が伸びていく
のは当然のことですね。FC 東京戦、ジュビロ
戦、アルディージャ戦ではアシストもできている
ので、自分が良いプレーができているのは何よ
り嬉しいことです。これから先もスペースへ走り
込む動きをしながら、味方のためにスペースを
作る動きもして得点に絡み、チームの勝利に貢
献したいと思います」
——7連勝、暫定首位の状況で浦和レッズとの上
位直接対決を迎えます。

「すごい試合になると思います。間違いなく良い
ゲームになるので、それを見られるという点では、
一番の勝者はサポーターでしょう（笑）。レッズ
も強いチームですが、どちらかと言えば、我々の
方が有利な状況にいると思います。7 連勝で身
につけた自信、今まで積み重ねてきたものを前

面にぶつけていけば勝てると信じています。自
分たちの目標であるACL 出場権獲得とタイトル
に向けて勝たなければいけない相手ですし、絶
対に落とせない試合です」
——34分の1というより、特別な一戦という意味
合いの強い試合でしょうか？

「リーグ戦では全ての試合が大切です。ホームで
落としたベガルタ戦、エスパルス戦は本当に悔
やまれます。あの試合を取っていれば、もっと
勝点を伸ばせていたでしょうから」
——現在は暫定とはいえ首位です。まだ20試合
を残していますが、今後もこの順位を維持してい
くために重要なことは？

「今、やっていることを継続していくこと。我々
がやっている取り組みは非常に良いからこそ、こ
うして結果が出ています。ピッチの中だけでは
なく、ピッチの外での振る舞いや、試合への準
備も今まで通り継続すれば、この順位は維持で
きると思います。私はシーズンが終わった時に、
自分たちがチャンピオンになっていることを信じ
ています」
——レッズとの試合、チケットは完売。満員の日
立台で応援してくれるサポーターへメッセージを
お願いします。

「ピッチ上は戦場になると思います。同じように、
レイソルとレッズのサポーターは日本を代表する
サポーターなので、応援でも戦いになるでしょ
う。我々はピッチで戦って勝ちます。だからサポー
ターは応援でもレッズのサポーターに勝ってほ
しい。一緒に戦い、ピッチと応援の両方で勝っ
たうえで、最後にフェスタができればいいと思っ
ています」

クリスティアーノ
9FW

プレイヤーズ
リコメンドソング
クリスティアーノ選手が

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。
   17：40頃の予定です。

♬

 Cristiano



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。

絶対に勝ちたい大き
な一戦がやってまいり
ましたよー！もう浮かれ
てる場合じゃない…け
ど、明るく楽しく笑顔
でレイソルらしく！必勝
だっ☆

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）
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◎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！「タオルマフラー」
 「プレーヤーズ巾着」などが新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

とりうま煮丼
600円

プレーヤーズ巾着（6 種）
￥1,296
サイズ；約300×190mm

プレーヤーズナップサック（6 種）
￥2,700
サイズ：約680×430mm

タオルマフラー　￥1,620　サイズ：約200×1,100mm

❶「鳥よし」

生姜を効かせた鶏の甘辛
うま煮を乗せた丼ぶりで
す。お米はコシヒカリを
使用しています。

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A - - - -
U18B OFF - - -
U15 関東リーグ FC東京深川 13:30 東京ガス深川グランド
U14 自主TR - - -
U13 TR - 14:00 -
U12 TR - 14:00 -
U11 ブロック大会 カナリーニョ　アクティブ 9:00 日立柏グランド
U10 TR - 14:00 -

★6月4日（日） TR＝トレーニング、TM＝練習試合

表
（共通）

節 日付 対戦相手 結果

1回戦 5月21日（日） vs グラシア相模原 10-0

ラウンド16 5月27日（土） vs SC相模原U-18 3-1

準々決勝 6月3日（土） vs FC東京U-18 0-1

★第41回 日本クラブユース（U-18）サッカー選手権大会 関東予選

※柏レイソルU-18は準々決勝進出により全国大会出場権を獲得。



　中山雄太が、韓国で開催されているU-20
ワールドカップから柏に戻ってきた。グルー
プステージ3試合と、決勝トーナメント1回戦
の全4試合にフル出場。第2戦からは腕章を
託され、ゲームキャプテンとしてもチームを
まとめた。
　しかし、決勝トーナメント1回戦敗退とい
う結果に「納得のいく結果ではなかった。
悔しさが残った」（中山）というのも無理は
ない。
　見ている立場からすれば、中山は世界と
対峙し「十分やれている」という印象だっ
た。いや、「さすが」と唸らせるプレーも随
所にあった。中山自身も、第2戦のウルグア
イ戦では南米王者を相手に「相手F Wに仕
事をさせていない」といった感覚を試合中
に抱いた。だが中山は、細部で“世界との
差”を痛感させられた。
「自分は相手FWを抑えている気でいたんで
すけど、相手にとってはそれがプレッシャー
になっていなかった。相手はそれで問題な
いと思ってプレーしていたと思うので、プ
レーだけじゃなくて、精神的なプレッシャー
もかけられるようにならなければいけない。
守っている時も『回させておけばいい』『最
後に身体を張って守ればいい』という雰囲
気も漂っていました。そこで自分たちは最後
にバランスを崩して失点してしまったので、
相手の戦い方は大人だなと感じました」

　ピッチ上では常に冷静に、戦況を見極め
ながら余裕を持ってプレーするスタイルは
中山のストロングポイントのひとつである。
ただ、狡猾で老獪な世界レベルを相手に
した時、その“余裕”が相手に付け込まれる
“隙”となりうる。「世界を相手にしても十
分やれている」。そう思ってプレーしていた
ものは、相手からすれば術中にはめ、掌の
上で転がしているに過ぎない。そして相手が
バランスを崩した一瞬の隙を見逃さず、仕留
める。ウルグアイのしたたかさを世界大会の
舞台で体感した中山は、自分の中に“甘さ”
があったことを猛省した。
　しかしそれもU-20ワールドカップに出場
できたからこそ知り得たものであって、もし
昨年のU-19アジア選手権で敗退していた
ら、この経験は積めなかった。やはり世界
で戦うことは選手の成長を促す。しかも中
山はまだ20歳。3年後には東京オリンピッ
クを控え、その先にはA代表としてワールド
カップに出場するチャンスがある。実際に
中山も、今回のU-20ワールドカップに出場
する前には、当然優勝を狙いながらも、「自
分が世界でどの位置にいるのかを測り、オ
リンピックやワールドカップにつなげたい」

とも話していた。そう考えれば、悔しい結果
に終わったかもしれないが、大きな収穫の
あった大会でもあった。
　中山は、まずはこの世界で得た経 験を
「レイソルで生かしたい」と強い決意を固
める。チームに合流したばかりではあるが、
すでに“ワールドカップモード”からの切り
替えは済んでおり、彼の視野は今節の浦和
レッズ戦へと移っている。
「レッズは日本の中でもレベルの高いチー
ムですし、得点数もJリーグでダントツに多
い。自分がU-20ワールドカップで学んでき
た甘さを出さないようにしないと付け込まれ
ると思います。でも学んできたことを生かし
やすいんじゃないかとも思うので、楽しみに
しています」
　中山が世界との戦いで得た経験は、ここ
からレイソルでの戦いに反映されるだろう。
そしてさらなる成長を遂げ、ACL、東京オリ
ンピック、ワールドカップへつなげる。
　世界から柏へ、そしてまた世界へ。

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！

  6月25日（日）vs札幌戦、7月2日（日）vs鹿島戦 チケット発売中！
【第97回天皇杯2回戦】6月21日（水）vs浦安戦 チケット販売中！

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
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。

世界から柏へ

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


