
リーグ優勝への正念場
8月の熱い戦いが始まる
　直近のリーグ戦3試合を2敗1分と足踏みが続
く。前節のベガルタ仙台戦では終盤までリード
しながら、後半アディショナルタイムの失点で手
中に収めていた勝点3を取りこぼす結果となっ
た。6月終了時には首位に立っていた順位も、こ
の3試合未勝利によって5位まで落とし、現時点
で首位に立つセレッソ大阪との勝ち点差は6と
なっている。目標とする『勝点70』と『リーグ優
勝』へ向けて踏みとどまれるか、それともズルズ
ルと順位を下げるか、レイソルは今、正念場を迎

えている。
　対するヴィッセル神戸は、前節の大宮アル
ディージャ戦（○3−1）で新加入のFWルーカ
ス・ポドルスキが2得点を叩き出す華々しいJ
リーグデビューを飾った。チームも開幕4連勝以
来の連勝を挙げ、状態は確実に上向きにある。
ネルシーニョ監督のチームらしく球際が激しく、
ボールホルダーへのアプローチは強烈。だが、
その分スペースが動く傾向にあり、レイソルのス
トロングポイントであるパスワークを生かしやす

い。ヴィッセルの攻撃を封じることは確かに重
要だ。ただ、「自分たちがボールを動かして相手
を守備で走らせるような展開へ持ち込みたい」
（中谷進之介）というように、結果が出ていな
いからこそ、改めて“レイソルらしさ”を見つめ直
し、4試合ぶりの白星へつなげたい。
「8月が終わった時にどの位置にいるか」とは大
谷秀和の言葉だが、リーグ戦5試合が組まれて
いる8月をどう乗り切るかは間違いなく今後の
行方を占う。今節は、そのスタートだ。
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［監督］ ネルシーニョ［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
15 MF キム ボギョン
16 GK 滝本 晴彦 
17 MF 手塚 康平 
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
ヘッドコーチ／吉田 孝行
コーチ／安部 雄大
GKコーチ／アレックス
フィジカルコーチ／クリスチアーノ

　ドイツ代表として3度のワールドカッ

プ出場。2014年のブラジル大会優勝

メンバーの一人で、代表通算130試合

出場・49得点という輝かしい功績を

残す。前節のアルディージャ戦は2得点

を挙げる華々しいJリーグデビューを

飾った。大谷によれば「思った以上に

シンプルにプレーするが、その判断と

質が高い」。左足でボールを持った時

には警戒が必要だが、彼に複数人が

食いつけば効果的に周囲の味方を使

う。ワールドクラスの危険な存在だ。

神戸／10FW ルーカス ポドルスキStop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年07月30日（第19節）現在

予想スターティングメンバー

2017.08.05 SAT 日立柏サッカー場 19：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：橋本 健一

アセッサー：松崎 康弘
主審：今村 義朗／副審：木川田 博信、西村 幹也／第4の審判：河合 英治

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 ○1-0
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 △0-0
16 6月25日（日） 19:00 日立柏 北海道コンサドーレ札幌 ○2-1
17 7月2日（日） 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ ●2-3

◆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

◆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 ○1-0
3回戦 7月12日（水） 19:00 大銀ド 大分トリニータ ○2-0

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 ●1-2
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 △1-1
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) 19:00 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土） 19:00 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝）16:00 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土） 16:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土） 13:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土） 14:00 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） 16:00 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） 14:00 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日） 13:00 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） 14:00 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　    ヴィッセル神戸
2017 明治安田生命J1リーグ 第20節

1 GK 前川 黛也
3 DF 渡部 博文 
4 DF 北本 久仁衛 
5 DF 岩波 拓也 
6 DF 高橋 峻希
7 MF ニウトン 
8 MF ウエスクレイ
9 FW ハーフナー マイク
10 FW ルーカス ポドルスキ
11 FW レアンドロ
13 FW 小川 慶治朗 
14 MF 藤田 直之 
15 MF 小林 成豪 
16 MF 高橋 秀人 
17 MF 田中 英雄
18 GK キム スンギュ
19 FW 渡邉 千真 
21 FW 田中 順也
22 DF 橋本 和 
23 MF 松下 佳貴 
24 MF 三原 雅俊 
25 DF 東 隼也
26 DF 山口 真司
28 GK 吉丸 絢梓
29 MF 大森 晃太郎 
30 GK 徳重 健太
31 MF 中坂 勇哉 
33 FW 大槻 周平
34 DF 藤谷 壮
35 MF 安井 拓也
38 DF 宮 大樹
39 DF 伊野波 雅彦 
 FW 池田 修志（2種）
 DF 小林 友希（2種）
 FW 佐々木 大樹（2種）
 FW 原 尊（2種）
 DF 前川 智敬（2種）
 DF 右田 楓（2種） 
※出場停止：なし

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 C大阪 41 20 12 5 3 19

 2 鹿島 40 19 13 1 5 12

 3 G大阪 35 19 10 5 4 15

 4 川崎 35 19 10 5 4 13

 5 柏 35 19 11 2 6 8

 6 磐田 34 19 10 4 5 13

 7 横浜FM 34 19 10 4 5 8

 8 浦和 29 20 9 2 9 9

 9 神戸 29 19 9 2 8 0

10 鳥栖 27 19 7 6 6 0

11 FC東京 26 19 7 5 7 3

12 清水 22 19 5 7 7 -4

13 仙台 22 19 6 4 9 -13

14 札幌 19 19 5 4 10 -10

15 甲府 16 19 3 7 9 -12

16 大宮 15 19 4 3 12 -18

17 広島 11 19 2 5 12 -16

18 新潟 9 19 2 3 14 -27



8月1日時点でのデータ
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柏レイソル VS ヴィッセル神戸



FOCUS——前シーズン途中での加入になりましたが、こ
の時期に全北現代からレイソルへの移籍を決断し
た理由を教えていただけますか？

「いずれは日本に戻りたいという考えは持ってい
ました。個人的には今シーズン終了後、冬の移
籍を考えていましたが、レイソルからオファーを
いただき、チームの環境や順位を聞いているう
ちに『移籍しよう』という考えになりました」
——前節のベガルタ仙台戦でデビューを果たしま
した。実戦から1ヵ月離れていましたが、実際に
プレーした感触はいかがでしたか？

「1 ヵ月離れていたのでコンディションは 100％
ではなかったです。ただ、思っていたよりもコン
ビネーションや連携はできていますし、一緒に
プレーしていくうちにどんどん良くなっている実
感はありますので、ベガルタ戦は良いきっかけ
になったと思います」
——ベガルタ戦では、中盤まで降りてビルドアッ
プに加わる場面が多かったです。セレッソ大阪時
代と比べて、プレースタイルが若干変化したとい
う印象を受けました。

「当時のセレッソとレイソルでは戦術面やフォー
メーションの部分で違いがあります。レイソルに
はタニさん（大谷）や（手塚）康平というビルドアッ
プに優れた選手がいるので、彼らと一緒にプレー
していたことで、そういうふうに見えたのかもし
れません。個人的には、まだ半分ぐらいの出来
だと思っています。今までのプレースタイルが前
線で待ってボールを受け、ゴール前でプレーす
ることが特徴だったとするならば、これからはも
う少し中盤で受けて、ビルドアップに関わりな
がら、そこからゴール前での自分の特徴を出せ

ればいいかなと思っています」
——レイソルのサッカーの印象は？

「自分がレイソルに来て、チームプレーに重きを
置いているところに感銘を受けました。守備の
意識も高いですし、選手個人の能力もチームの
組織の能力も非常に高いと、日々のトレーニン
グで感じています」
——そのレイソルのサッカーに入り、キム・ボギョ
ン選手が現時点で感じている手応え、または課
題はどのような点でしょうか？

「夏の移籍だったので、1日でも早く最良のコン
ディションに持っていくことが最大の課題です。
二番目の課 題は、先ほども話しましたとおり、
MFとしてビルドアップに関わりながら、フィニッ
シュの段階まで入っていくこと。一連のパフォー
マンスを早く完成させたいと思っています」
——レイソルはACL優勝をクラブの目標に掲げて
います。昨季、全北現代でACL優勝を経験した
立場から見て、アジア制覇のためには何が必要で
しょうか？

「ACL 優勝を経験した立場として思うことは、ま
ず個人個人の能力が高くなければ優勝はできま
せんし、ノックアウト方式の大会で国内リーグと
並行して行われるため、チーム力や選手層の厚
さが重要になってきます。レイソルが優勝するた
めには、現時点のリーグでも言えることですが、
試合内容は悪くなくてもチャンスで決めきれない
ところがあるので、そういう部分を個人個人が
高めていかなければいけないとは思います」
——今節はヴィッセル神戸と対戦します。印象は
いかがですか？

「３、４年前に自分がJリーグでプレーしていた

時から難しいチームという印象があります。た
だ、前節のベガルタも自分の印象とは変化があ
りましたので、ヴィッセルも当時の印象とはだい
ぶ違います。ヴィッセルにはポドルスキが加わり、
彼を中心とした攻撃の比重が高まると思います。
ACLで対戦した中国のチームにも前線には強力
なタレントがいて、その選手が試合を決めるこ
とが多かったので、前線の決定力は警戒しなけ
ればいけません。レイソルは優勝するに値する
チームだと思います。ここまでは良い雰囲気で
来ることができましたので、ヴィッセルには強力
なアタッカーはいますが、我々が自分たちの力を
出せば、恐れることはないと思いますし、逆に
相手の方が我々を多く分析しなければならない
はずです」
——レイソルの選手として、初めて日立台でプレー
をします。緊張感、モチベーションはいかがでしょ
うか？

「デビュー戦はもう終えていますので、緊張する
ことはないと思います。今度はホームなので、
前節よりも良い雰囲気の中で試合ができること
を非常に楽しみにしています」
——リーグ戦は残り15試合です。シーズンへ向け
ての意気込みを聞かせてください。

「ベガルタ戦ではファンやサポーターが失望させ
てしまいました。優勝を目指しているチームとし
て、そういう姿を二度と見せないように毎試合
全力を尽くしたいと思いますし、チームが少しで
も良い結果を得られるように、自分のパフォー
マンスを最大限に発揮し、チームの力になりた
いと思います」

キム ボギョン
15MF

プレイヤーズ
リコメンドソング

キム選手が
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。

♬

©J.LEAGUE PHOTOS

KIM BoKyung



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。

中断明け久々の日立
台、まってました☆うっ
かり忘れ物しないよう
に、気合いを入れて向
かわねば。夏にふさわ
しくド派手に勝って、
上昇しましょー！

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！
「プレーヤーズジグソーパズル」新発売！

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！

Reysol Goods!

柏幻霜ポーク丼
700円

❼「ITSブラジリアンバーベキュー（福兆）」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A - - - -
U18B - - - -
U15 TR - 14:00 -
U14 TR - 14:00 -
U13 TR - 14:00 -
U12 - - - -
U11 - - - -
U10 甲府遠征 ヴァンフォーレ甲府 他 終日 甲府

★8月5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 - - - -
U18B - - - -
U15 TM 成立学園高校 14:00 成立学園高校鷲宮グラウンド
U14 TM Wings 17:00 日立柏グラウンド
U13 YONEX CUP 若松中学　他 9:00 日立柏グラウンド
U12 NEW BALANCE CUP ディアブロッサ高田FC 他 9:00 時之栖グラウンド
U11 TR - 15:00 -
U10 - - - -

★8月6日（日）

¥1,512
182×257mm（108ピース） ※専用のり付き

4・中谷進之介選手、5・中山雄太選手、7・大谷秀和選手、
14・伊東純也選手、23・中村航輔選手

地元を愛する柏っこ
待望の「地産地消ス
タグル」！ 柏生まれの
霜降りブランド豚を
福兆の甘辛だれで香
ばしくたっぷり贅沢
に焼き上げました。



　大谷秀和と栗澤僚一、2011年の優勝を
知る2人は、夏場の重要さをよく理解してい
る。大谷が「８月は試合が多い。８月が終
わった時にどの順位にいるか」と言えば、栗
澤もまた「8月を良い形で乗り越えれば、必
ず9月には見えてくる景色が変わる」と、とも
に“夏の戦いの大切さ”を強調する。
　思えば優勝した2011年も、夏場は過酷で
厳しい戦いを強いられた。セレッソ大阪戦
では0−5、ジュビロ磐田戦では1−6の大敗
があり、ガンバ大阪との上位直接対決は0−
2で敗れた。また、ユアテックスタジアムで
の仙台戦は、直前にヤマザキナビスコカッ
プの試合が行われた連戦というシチュエー
ションで対戦し、互いに堅い試合に終始し
たスコアレスドローである。
　白星と黒星を交互に繰り返す試合が 続
き、当時シーズンを通じて8敗を喫したうち
の4敗は、7月と8月の2ヵ月間で記録した黒
星だった。当時もまた、順位を急降下させ
かねない不安定な時期にあった。
　大谷と栗澤は、あのシーズンに優勝でき
た要因のひとつとして、夏場の不安定な時
期に順位を大きく下げず、なんとか食らいつ
いたことを挙げている。首位との最大勝点
差は、第24節でガンバに敗れた後の4差。
順位はガンバ、名古屋グランパス、横浜F・
マリノスに次ぐ4位だった。
　当時の小見幸隆強化部ダイレクターに、

シーズン終了後に振り返りの話をうかがっ
た際にも「夏に落ちるかと思ったが、逆に強
くなって戻ってきた」と優勝したチームの成
長を評価していた。勝点4差、4位から下がる
ことなく、夏場に上位に食らいついたレイソ
ルは、9月以降の戦いで上位陣を抜き去り、
最後は覇権を手にした。
　現在のレイソルは、勝点35の5位。首位
に立つセレッソは1試合消化が多く、その差
は6である。仮にこれが8や9まで広がった
としても、上位陣の鹿島アントラーズ、ガン
バ、川崎フロンターレとの直接対決は残さ
れており、挽回できない数字ではない。しか
し上位陣はそう簡単に星を落とさないため、
その差を詰めるのは容易ではない。優勝を
狙うのであれば、これ以上は離されるわけ
にはいかないだろう。
　周囲からは、夏場はレイソルにとって“不
利”との見方もあるようだ。それは、連勝中
にメディアに取り上げられる機会の多かっ
たハイプレスが、消耗度の激しい夏場に「機
能するのだろうか？」という点が懐疑的な意
見を述べる側の理由らしい。だが、私の見解
ではその逆。レイソルは、90分間プレスを
かけ続ける守備のチームではない。レイソル

らしく戦えれば、むしろ夏場は有利なのでは
ないか。
　レイソルは自分たちでボールを動かして
攻めていくスタイルだ。気候的に暑く、消耗
度が激しいのなら、どんどんボールを動か
し、相手を守備に追わせ、走らせることがで
きれば自ずと流れはこちらに傾いてくるだろ
う。ベガルタ戦は失点の局面だけを抽出す
れば、連携ミスが生じ、最後の最後で集中
が途切れたと言えるが、そもそも1点のリー
ドを守ろうと自陣にブロックを作り、「ボー
ルを握ること」を捨てたがゆえに、ベガルタ
の波状攻撃を何度も浴び、自分たちがボー
ルを保 持して時 間を浪 費するような形に
持ち込めなかったところに、あの痛恨の引
き分けの原因があると見ている。立て続け
に波状攻撃を浴びれば、失点のリスクが高
まっていくのは当然である。
　レイソルの強みを駆使して、試合をコント
ロールする。それさえできれば、苦しい夏場
の戦いを優位に持ち込めるはず。それが夏
を乗り越える重要なカギとなりそうだ。

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！

 8/9vs鳥栖戦 チケット発売中！
8/26vs新潟戦、9/23vsFC東京戦、9/30vs甲府戦 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
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
流通サービス
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
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。

夏場の戦いを乗り越える

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


