
取り戻した勢いのままに
勝利の凱歌を轟かせよう！
　7月は2敗1分と、一時は調子を落としていたレ
イソルだったが、8月の成績は3勝1分と勢いを取
り戻そうとしている。とりわけ攻撃陣の好調は著
しく、前節のガンバ大阪戦でも後半は多彩な攻
撃で多くのチャンスを生み出し、1−0というスコ
ア以上の完勝を収めた。
　だが、相手のアルビレックス新潟は簡単な相
手ではない。第9節の対戦は手塚康平の直接フ
リーキック一発で辛くも勝ち切った試合だった。
アルビレックスの鋭いカウンターと、高さを生か

したセットプレー、ロングスローに苦しめられ、
中村航輔のビッグセーブがなければ勝敗が逆に
なっていてもおかしくはなかっただろう。しかも、
夏の補強でFWドウグラス・タンキ、MF小川佳
純、MF磯村亮太、DF大武峻が加わり、前回対
戦時よりも明らかにパワーアップしている。特に
タンキと大武には高さがあり、前節のベガルタ
仙台戦でタンキはアクロバティックなボレーを
決めた。ロングスローとセットプレーには今まで
以上に警戒が必要となる。

　レイソルはガンバ戦で見せたスライドの素
早い統率された守備をベースに、ボールを保持
してパスを回す攻撃と、手数をかけないスピー
ディーなカウンターを臨機応変に使い分けるこ
とができれば、勝利の確率は自ずと高まるはず
だ。そして今節は8月最後の試合。来週はイン
ターナショナルウィークを迎え、リーグ戦はわず
かな中断期間に入る。9月以降のスパートに勢
いをつけるためにも、3連勝を挙げて熱く燃え上
がる盛夏の日立台に凱歌を轟かせよう。

『DAZN』に加入して、クラブの強化費用に協力しよう！
加入はこちらから ▶▶▶ http://prf.hn/click/camref:1101l39gT

R e y s o l  W i n n i n g  G u i d e
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［監督］ 呂比須 ワグナー［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 
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

　2015年のザスパクサツでは左膝前

十字靭帯断裂の負傷により、4試合1

得点という結果に終わったが、昨季は

メキシコのタパチュラで二桁得点を挙

げる活躍を見せ、この夏にアルビレッ

クスへ移籍を果たした。登録名の“タ

ンキ”はポルトガル語で『戦車』の意。

強靭なフィジカルとパワフルな突破を

得意とするストライカーは、前節のベ

ガルタ戦でアクロバティックなボレー

を決めている。タンキがもたらす前線

の推進力は脅威だ。

新潟／11FW ドウグラス タンキStop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年08月20日（第23節）現在

予想スターティングメンバー

2017.08.26 SAT 日立柏サッカー場 19：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：河本 弘

アセッサー：大野 辰巳
主審：佐藤 隆治／副審：三原 純、西橋 勲／第4の審判：福岡 靖人

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） 19:00 吹田S ガンバ大阪 -
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 ○3-1
21 8月9日（水） 19:00 日立柏 サガン鳥栖 △0-0
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス ○4-1
23 8月19日（土) 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
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  　     アルビレックス新潟
2017 明治安田生命J1リーグ 第24節

Staff
ヘッドコーチ／サンドロ ローザ
コーチ／片渕 浩一郎
コーチ／能仲 太司
コーチ／渡邉 基治
GKコーチ／不老 伸行
フィジカルコーチ／ヴァンデルレイ

1 GK 大谷 幸輝
2 DF 大野 和成
4 DF ソン ジュフン 
5 DF 前野 貴徳
6 MF 磯村 亮太 
7 FW ホニ 
8 MF 小泉 慶
9 FW 山崎 亮平 
10 MF チアゴ ガリャルド
11 FW ドウグラス タンキ 
13 MF 加藤 大
14 FW 田中 達也
15 MF 本間 勲
17 MF 伊藤 優汰 
18 MF 成岡 翔
19 DF 矢野 貴章 
20 MF 端山 豪
21 GK 守田 達弥
22 GK 川浪 吾郎
23 MF 酒井 宣福 
24 DF 川口 尚紀 
25 DF 長谷川 巧
26 DF 酒井 高聖
27 DF 堀米 悠斗 
29 MF 森 俊介
30 MF ロメロ フランク 
31 GK 稲田 康志
32 FW 河田 篤秀
34 MF 原 輝綺 
35 DF 山賀 和輝
36 MF 本間 至恩
37 FW 渡邉 新太
39 FW 富山 貴光
40 MF 小川 佳純
44 DF 大武 峻
50 DF 富澤 清太郎  
※出場停止：小泉 慶

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 鹿島 49 23 16 1 6 15

 2 C大阪 45 23 13 6 4 20

 3 川崎 45 23 13 6 4 18

 4 柏 45 23 14 3 6 14

 5 横浜FM 44 23 13 5 5 13

 6 磐田 39 23 11 6 6 14

 7 浦和 36 23 11 3 9 11

 8 G大阪 36 23 10 6 7 11

 9 鳥栖 34 23 9 7 7 3

10 FC東京 33 23 9 6 8 4

11 神戸 30 23 9 3 11 -4

12 仙台 29 23 8 5 10 -13

13 清水 25 23 6 7 10 -9

14 甲府 20 23 4 8 11 -13

15 札幌 20 23 5 5 13 -15

16 大宮 19 23 5 4 14 -21

17 広島 18 23 4 6 13 -15

18 新潟 9 23 2 3 18 -33



8月22日時点でのデータ
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8月22日時点でのデータ

柏レイソル VS アルビレックス新潟



FOCUS——前節のガンバ大阪戦は、スコア以上に自分
たちの狙いを発揮できた試合だったのではないで
すか？

「そうですね。エスパルス戦が終わってから、ミー
ティングで守備のスライドを強調して言われてい
ました。選手同士の距離が近くて、ガンバも縦
パスを入れづらそうだったので、うまくハマった
試合だったと思います」
——ガンバにボールを持たれる時間帯もありまし
た。できればもう少しボールを保持する時間帯を
作りたかったですか？

「最近はボールを持つ時間と、割り切って守備を
してカウンターを狙う攻撃ができているので、あ
まりこだわりはなかったです。ガンバには持たれ
る時間があるのは予想していたので、それなら
前の選手の速さを使って効率よく攻めようと思っ
ていました」
——ガンバの中盤の選手、遠藤保仁選手、倉田
秋選手、井手口陽介選手は流動的に動くので、
小林選手はスライドが大変だったと思います。

「前半は大変でしたが、なるべく食いつかないよ
うにして、タイミングよく顔を出すガンバの2トッ
プにボールを入れられたくなかったので、まず
は中央を閉めてからプレスに行くことを心がけて
いました」
——守備面だけではなく、小林選手は攻撃面で
も起点になっていました。エスパルス戦では得点
に絡むユン・ソギョン選手へのロングパスがあり、
ガンバ戦では得点にこそ至らなかったですがハモ
ン・ロペス選手への縦パスがありました。

「あれはハモンだから通っただけです（笑）。ハ
モンは身体が強いので、相手を背負っていても

振り向くことができます。そういう意味ではパス
をつけやすいというのはあります。クリスも（キ
ム）ボギョンも身体が強いし、パスを要求してき
ます。ちょっとでも隙があれば縦パスを入れよう
と意識しています」
——小林選手は、4月以降はなかなか出場機会
を得られない時期がありました。その間はどのよ
うな取り組みをしてきたのですか？

「出られない時期が続きましたが、そういう時
だからこそ自分の課題であるロングボールの精
度を上げようと練習をしていましたし、今も続け
ています。今までの自分の特徴だけじゃなくて、
プレーの幅を広げたいと思っていました。エス
パルス戦のソギョンへのパスは、今までならソ
ギョンが上がっていくのが視界に入っていなかっ
たと思います。ロングパスを自信を持って蹴れる
まで練習しているからこそ、少しですが試合で出
せるようになりました」
——開幕直後の4試合は連続スタメンだったの
で、外れた時期はメンタル的には苦しかったので
は？

「いや、そうでもなかったですね。気持ちが落ち
ている時間がもったいないというか…。落ちてい
ても何もいいことはありませんし、だったら自分
にやれることをやろうと思っていました。自分の
課題だったキック精度やロングパス精度を上げ
ようと取り組んで、そのやってきたことを出せる
チャンスが来たので、そこは積極的に出してい
きたいと思います」
——今節は３連勝を目指してアルビレックス新潟
と対戦します。相手の印象は？

「堅く守ってくるイメージですね。前半戦では（中

村）航 輔が好セーブを連発して、（手塚）康平の
FK が決まって勝てましたが、中継を見ていてか
なりやりづらそうな相手だなと思っていました。
夏の移籍で新しい選手が多く入りましたし、チ
アゴ・ガリャルド選手、ホニ選手、新加入のド
ウグラス・タンキ選手の前線は強力だと思いま
す」
——アルビレックス戦ではどのあたりがポイントに
なると考えていますか？

「相手のカウンターに対するリスクマネジメント
と、あとは変な奪われ方をしないこと。そこに
気をつけながらも積極的に縦パスを狙って、う
まく状況を見ながら試合を運んでいくつもりで
す。難しい試合になるとは思っていますが、そう
いう特徴を持つ相手だからこそ、いつも以上に
先制点が大事になってくると思います」
——レイソルも、前回に対戦した4月より間違いな
く成熟しています。

「戦術の幅は広がったと思います。クリスが裏抜
けをして、その背後を誰かが回ったり、クロス
の上げ方も工夫しているし、以前には見られな
かった形が増えています」
——リーグ戦は残り11試合になりました。今後へ
の豊富と目標を教えてください。

「前半戦はチームに貢献できなかったですが、
今はこうしてチャンスをもらえているので、ケガ
をした康平とドゥドゥのぶんも頑張って、チーム
の勝利に貢献したいです。チームは優勝を目標
に掲げていますし、良い位置につけています。
でもあまり先を見すぎず、目の前の試合に勝っ
て、また次の試合に向けて準備をしていこうと
思います」

小林祐介
6MF

プレイヤーズ
リコメンドソング

小林選手が
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。

♬

Yusuke KOBAYASHI



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。

ふふふ、レイソル連勝
中ですよ〜☆
今夜の日立台ではこの
勢いをさらに加速させ
るべく、応援で後押し
しまくらねば！絶対勝
ちます！

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

2017Jリーグオフィシャルトレーディングカード
チームエディション メモラビリア 柏レイソル発売記念
『柏レイソルカードフェスタ』開催

●毎年大人気の柏レイソルバージョンのトレーディン
グカードを通常1パック（5 枚入り）324円（税込）
のところ、本日に限り1パック300円（税込）にて販
売いたします。
●3パックまとめてご購入いただいたお客様を対象
に、選手直筆サイン入りカードなどが当たるスピー
ドくじを実施いたします。

【場所】
野球場 特設販売ブース
※当日は常設グッズ売店では販売いたしません。

【時間】
開場（16：00予定）〜キックオフまで
※ただし商品および景品がなくなり次
第終了とさせていただきます。
予めご了承ください。

【その他】
お支払い方法は現
金のみとなります。
※ビジター自由 席、
ビジター指定席の方、
及びビジターグッズ着
用の方は販売エリアに
入れませんので予めご
了承ください。

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！
塩みかん
スカッシュ
350円
塩みかんサワー
400円

❾「海賊船」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A プレミアリーグ 京都サンガF.C. 16:00 京都
U18B 県リーグ 暁星国際高校 10:00 暁星国際高校
U15 TR - 14:00 -
U14 イタリア遠征 - - -
U13 OFF - - -
U12 ジュニアワールドチャレンジ - - -
U11 TM レイソル長生 14:00 日立柏グラウンド
U10 OFF - - -

★8月26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 OFF - - -
U18B OFF - - -
U15 関東リーグ 浦和レッズ 15:00 日立柏グラウンド
U14 イタリア遠征 - - -
U13 OFF - - -
U12 ジュニアワールドチャレンジ - - -
U1 TM 新浜FC 12:00 日立柏グラウンド
U10 OFF - - -

★8月27日（日）

伯方の塩を使っ
た熱中症対策ドリ
ンクです。
小さなお子様から
大人まで安心して
お飲み頂けます！



　20日に行われたコンサドーレ札幌との練
習試合で、非常に珍しい光景を目にした。後
半から、古賀太陽がボランチに入ってプレー
をしたのだ。
　古賀の本 職は左サイドバック（SB）であ
る。彼は非常に能力が高く、優れた戦術理解
を持ち合わせ、左右のキックも遜色なく蹴る
ことができる。そのためセンターバック（CB）
や右SBなど「最終ラインの全ポジションをこ
なせるユーティリティープレーヤー」という位
置付けは、加入当初からの彼の特徴だった。
コンサドーレ戦だけではなく、今週のゲーム
形式のトレーニングでもボランチに入る機会
があったため、下平隆宏監督は練習試合が
例外ではなく、「古賀のボランチ起用」を構
想の一つとして考えているのだろう。そこで監
督にその意図を聞いてみた。
「太陽は苦にせず両足を使えますから、真
ん中においても器用に両足を使えるところが
生きると思いました。それにうちのボランチは
高さがあまりないので、そういうことも考えれ
ばアリなのかなと思います。彼はユーティリ
ティーな特徴があります。まずは試合経験を
積まなければいけないので、ボランチ起用も
一つの方法。いろいろなポジションを経験し
て、伸びていってくれればと思います」（下平
監督）
　この監督の説明によれば、あくまでオプ
ションの一つであり、古賀自身のプレーの幅

を広げるための狙いもあるようだ。
　ただ、この古賀のボランチがかなり良い。
コンサドーレとの練習試合では、なかなか
ボールが循環せず、前半はほとんど狙いどお
りの攻撃の形を作れなかった。ところが古賀
がボランチに入った後半はボールの動きがス
ムーズになり、中川寛斗、U-18所属の田中陸
とパスを交換させながら軽快なリズムを生み
出していた。下平監督の説明にもあったとお
り、左右どちらの足も使えるため、360度どの
方向からパスが来ても、相手が寄せてきてい
ない側にボールを置き、ヒョイと前を向いてし
まう。そして隙あらば中盤から鋭い縦パスを
前線へ付け、さながら本職のボランチと見間
違うかのようなプレーを何度も見せていた。
ダブルボランチを組んだ田中も「太陽くんと
組んだのは初めてでしたけど、やりやすかっ
たです」と感嘆の声を挙げた。
　では、当の古賀本人はこのボランチ起用を
どう捉えているのだろうか。
「守備のところがきつかったです。そこは慣
れていないかなと思います（苦笑）。でもボー
ルを持つ時は結構フリーでいられたので、
どっちの足につけてもらっても前を向けて、２
タッチ目で縦パスを出せる状況は作れていま

した。そこで相手の足を止めたり、寛斗くんに
テンポよく入れることはできたと思いますが、
他の場面で、もっと中に入ることは工夫しな
ければいけなかったです」（古賀）
　時折反省の弁を挟みつつも、古賀自身が
手応えをつかんだ様子である。それでいて
「ボランチができれば、選手としての幅が広
がると思うので、ディフェンダーをやりなが
ら、ちょっとずつ意識しながらやっていけれ
ばと思います」と起用にはかなり前向きだ。
　2002年の日韓ワールドカップで、韓国代
表でレイソルにも在籍していたユ・サンチョ
ルがあらゆるポジションをこなしてベスト4に
貢献したが、一人の選手が複数のポジション
をこなせる場合、それはチームにとって大き
なプラス材料となる。
　手塚康平が長期離脱とはいえ、レイソルの
ボランチは大谷秀和、小林祐介、栗澤僚一、
細貝萌と選手層は厚い。今すぐ…というわけ
にはいかないだろうが、いずれ公式戦で“ボ
ランチ古賀”を見る日が来るかもしれない。

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！

 9/23vsFC東京戦、9/30vs甲府戦 チケット発売中！
 チケットのご購入はお早めに！

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。

ボランチ古賀？

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


