
どんな状況下にあろうと
目標はひとつ、“Vitoria”

PREVIEW

公式携帯サイト「モバイル・レイソル」では、公式
WEBサイトとの連動コンテンツ、携帯オリジナル
コンテンツをお楽しみいただけます。
◎月額315円（税込み・通信料除く）

http://reysol.co.jp/

［mopita］http://mb.reysol.co.jp
［docomo SPモード］
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［監督］
ネルシーニョ

［監督］
 樋口 靖洋柏レイソル

2013 J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP 準決勝 第1戦
2013.9.7 SAT 日立柏サッカー場 19:03 KICK OFF

横浜F・マリノス

　ヤマザキナビスコカップの準決勝に2年連続で
進出したレイソル。しかし昨シーズンはここで鹿島
アントラーズに行く手を阻まれ、決勝に勝ち進ん
だアントラーズは優勝カップを手にした。それだけ
に今年は決勝に駒を進めたいと、選手たちの意気
込みも十分だ。
　本来ナビスコカップの4強に残ったチームは天
皇杯2回戦を11日に行うスケジュールだが、AFC
チャンピオンズリーグ（ACL）の準々決勝第2戦を
18日にサウジアラビアで戦うレイソルだけは4日
に開催（○4-2筑波大）。その試合から中2日とな
る今日、横浜F・マリノスとの大事な一戦を迎える
ことになる。
　1週間前のリーグ24節（●1-3アントラーズ）終
了後、ネルシーニョ監督は突然選手たちに辞任を
告げたが、5日の練習から現場に復帰。選手ととも
に残るシーズンでタイトル獲得を目指して戦うこ
とを再確認した。まずはナビスコカップ獲得を目指
し、勝ち進むのみだ。
　今シーズン、マリノスとのリーグ戦はすでに2戦
を終え、1勝1分け。7月31日の対戦ではFWマル
キーニョスに先制ゴールを許し、押し込まれなが
らも89分のオウンゴールで勝点1を拾った。代表
に招集されたFW齊藤学は不在だが、得点王争い
を続けるマルキーニョスは好調をキープし、セット
プレーで多くの得点を生みだしてきたMF中村俊
輔も健在。12年ぶりのタイトル獲得を狙うマリノ
スは難敵に違いないが、まずはホームゲームで相
手にアウェイゴールを与えない完封勝利を収め、
第2戦（10月12日・ニッパ球）にアドバンテージを
持って臨みたい。

スマートフォンサイト

横浜F・マリノスVS

REYSOL WINNING GUIDE
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予想スターティングメンバー
22 DF 橋本 和
23 DF 渡部 博文
25 DF 小林 祐介
26 MF 太田 徹郎
27 DF キム チャンス
28 MF 栗澤 僚一
29 MF 谷口 博之
30 MF 山中 亮輔
31 GK 中村 航輔
32 GK 伊藤 俊祐（2種）
33 DF 中谷 進之介（2種）
34 DF 中山 雄太（2種）
※出場停止：なし

ヘッドコーチ／井原 正巳
コーチ／布部 陽功
GKコーチ／アレックス
フィジカルコーチ／ピメンテウ

1 GK 桐畑 和繁
2 DF  藤田 優人
3 DF  近藤 直也
4 DF  鈴木 大輔
5 DF 増嶋 竜也
7 MF 大谷 秀和
8 MF 澤 昌克
9 FW 工藤 壮人
10 MF レアンドロ ドミンゲス
11 FW クレオ
14 MF 狩野 健太
15 MF ジョルジ ワグネル
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
18 FW 田中 順也
19 FW 木村 裕
20 MF 茨田 陽生
21 GK 菅野 孝憲

23 DF 田代 真一
24 DF 奈良輪 雄太
25 MF 中村 俊輔
26 MF ジョン ドンホ
27 DF 富澤 清太郎
28 MF 喜田 拓也
30 GK 六反 勇治
31 GK 鈴木 椋大
37 MF 長澤 和輝  
※出場停止：なし

ヘッドコーチ／小林 慎二
コーチ／阿井 達也
コーチ／小坂 雄樹
コーチ／岡村 保志
GKコーチ／松永 成立

1 GK 榎本 哲也 
2 DF 天野 貴史
4 DF 栗原 勇蔵
5 DF ドゥトラ
6 MF 小椋 祥平
7 MF 兵藤 慎剛
8 MF 中町 公祐
11 FW 齋藤 学 
13 DF 小林 祐三 
14 MF 熊谷 アンドリュー
15 DF ファビオ
16 DF 比嘉 祐介
17 FW 端戸 仁
18 FW マルキーニョス
19 FW 藤田 祥史
20 MF 佐藤 優平
21 GK 飯倉 大樹
22 DF 中澤 佑二

発行：（株）日立柏レイソル  制作協力：（株）文化工房  スタッフライター:平山佳代  オフィシャルフォトグラファー:飯村健司

仕様：A2判（壁掛けタイプ）、13 ページ（表紙含む）
価格：￥1,050-（税込）※会員割引（5％引き）あり
受付期間：2013 年 9月22日（日）まで
お渡し開始日：2013 年11月10（日）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
〒277-0021 柏市中央町2-11 寺田ビル1F
営業時間：10：00 〜 20：00
※店頭受付のみ
●東急ハンズ柏店
〒277-0842　柏市末広町1-1
柏髙島屋ステーションモール S館専門店 8F
営業時間：10：00 〜 21：00
※店頭受付のみ
■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（http：//www.reysol.co.jp）
をご確認下さい。
※場内グッズ売店でのご予約は行なっておりません。
※ご予約後のキャンセルは出来ません。予めご了承下さい。

2014年版柏レイソルオリジナルカレンダー
ご予約受付中！

※画像は2013年版のものです



Focus
　2009年に続き再び暫定監督として指揮を執った相手が母校・筑波大。
井原正巳ヘッドコーチの運の強さは尋常ではない。井原コーチ自身、天皇杯
２回戦終了後の会見では、筑波大との対戦に「運命を感じる」と振り返って
いた。
　ネルシーニョ監督の突然の辞意表明と、それに伴う暫定監督という経緯
に加え、レイソルは前年度の天皇杯チャンピオンである。筑波大との一戦は
様々な意味で注目を集めた。
　監督の采配というものは試合だけに限らず、戦前のマネジメントもまた
重要である。雰囲気作り、モチベーションの植え付け、そして試合への戦略
……。そういう観点から見て、鹿島戦から中３日という限られた時間の中で井
原采配は多大な力を発揮したのではないかと思っている。
　天皇杯２回戦の前日練習は、普段と何ら変わりない雰囲気の中で行わ
れ、取材をしていてもグラウンド上から“違和感”を感じることはなかった。選
手たちから話を聞いても、「チームに動揺はありません。みんなが結果を残そ
うと練習ができています」（大谷秀和）、「タイトルを獲れる大会が残っている
ので、今まで通り引き締めてやっていくだけ」（栗澤僚一）と、結果を残すとい
う意識を持って普段通りの準備ができたと話している。唯一変わったこととい
えば、「リラックスゲームで選手から僕への言動が、少し気を遣ったかなという
程度」（井原コーチ）である。それだけチームの雰囲気は変わっていなかった。
　ただ、試合では若干の変化が見られた。それは守備の仕方である。

「守備のシステム、そしてボールへのプレッシャーのかけ方は、今までネルシー
ニョ監督がやっていたのとは、少し変更してやった部分があります」
　井原コーチがそう振り返った通り、筑波大との試合では前から奪いに行く
のではなく、通常よりもラインを下げて、全体の陣形がコンパクトになる形で
応戦していた。筑波大が低い位置でボールを持った時に、レイソルが前から
奪いに行かず、歯がゆい思いで見ていた人も多いだろうが、それこそが相手
の狙いである。仮にボールを奪おうと相手に食い付くと、その周りで準備をし
ている数人の相手選手にダイレクトタッチのパス回しでかわされ、今度は奪
いに出た選手の背後にできたスペースを使われてしまう。そこから一つひとつ
のマークがずれていき、守備陣形全体に綻びが生まれる。そういう事態になら
ないためにもコンパクトな陣形を敷き、あえて狭いゾーンの中に相手をおびき
出して奪い取るという守備の仕方だった。
　２失点を喫したのはいずれもミス絡みであり、それに関しては修正の余地
があるが、この連戦の中、新たなことを求めるには非常に難しい限られた時
間の中で、守備組織に手を加え、一定以上の成果を残せたのは、実践した
選手の能力もさることながら、井原コーチの手腕もまた大きい。かつて『アジ
アの壁』との異名を取り、数々の修羅場を潜り抜けてきた“守備の達人”の
真髄を見た気がした。

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。

J's GOALのレイソル担当も務める。

井原采配
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ハタメグミ…イラストレーター。
エルゴラッソでも描いています。
ブログ【はためにっき】公開中！

決して簡単な試合じゃない。
だからこそ…燃えてます！
レイソルの持つ熱い団結力、
今夜見せつけてやりましょー！
みんなで国立に行くぞー！！

柏レイソルパートナー  KASHIWA REYSOL Partner

イソメディカルシステムズ
グロー工業
JAちば東葛
常南通運
田中動物病院
野田小型運送
日立産機システム
ファッション市場　サンキ
文化工房
東京海上日動火災保険
相鉄フレッサイン千葉柏
ディーバ
カレーの店　ボンベイ
あおば歯科
アジアンダイニングルンビニ柏店
イー・エス・エージェンシー
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
大塚工務店
オランダ家新柏店
菓子工房　モン.シェフ

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
柏市まちづくり公社
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
カナリーニョフットボールクラブ
　カナフィールド
北柏交通
木村ガラス
くいもの屋わん　柏東口店
　（株）オーイズミフーズ
グーロクリエイト
グリーンテック
京葉ガス
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）
スパークル企画
炭火串焼き　とり竹
炭火焼鳥　マルチョー
関防水工事
SEPT
創作料理　銀の趣

（医）宙麦会ひだクリニック
Dining Bar SHANTY 
ダスキンベリエール
ダムフットボールクラブ
中国名菜　吉鳳園
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・ロータス東葛
東邦タクシー
TOR
トキタ工務店
ドランカーズスタジアム

南洲興業
ニッカウヰスキー柏工場
ニッタクホーム
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
ベルクルール
穂高賃貸センター
ボックスウッド
桝田倉庫
ミツワ堂
みんなの歯科クリニック
明月苑
明治安田生命保険相互会 柏支社
メディアーバー
八木歯科医院
ヤノハウスコート
ユニホームサービス
リューセイ
ワタベ塗工

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。

——ヤマザキナビスコカップ準決勝の第1
戦は3週間の7連戦の最終戦。鹿島アント
ラーズ戦の嫌な流れは断ち切れましたか。
「9月に入ってますから、もう切り替えて新
しい戦いです。8月はアントラーズ戦を除い
て、いい結果を出せているし、それ以前の
引き分けを勝ちにしたかったというところ
はありますが、まだまだ可能性は残っていま
す。9月も全部の試合で勝ち星を獲れるよう
にしていきたいし、そのためには前線の選
手の結果がカギを握っている。俺もリーグ
戦では6得点なので、なんとしても二けた得
点を達成したい。今年は得点とアシストとも
二けたに乗せることを目標にしているんで
す」
——昨シーズンはヤマザキナビスコカップ
準決勝まで行きましたが、アントラーズに行
く手を阻まれました。今シーズンはホームで
しっかり先勝して第2戦に臨みたいですね。
「監督のことでいろいろなことがありました
が、本当に選手は何も変わりなく、とにかく優
勝したいという思いが一番にあります。選手
たちはみんな試合に出て結果を出したいもの

だし、それがプロとしての仕事です。ここまで
もモチベーションは落とすことなくやれていま
したし、監督も帰ってくるということで何も変
わることなく、優勝を目指して戦うのみです」
——天皇杯2回戦（4日○4−2筑波大）はベ
ンチスタートでしたが。
「前半は大学生に勢いがあったんですが、
しっかり取れるところで取ってリードを奪っ
て、うまく試合も運べていました。クレオの
得点力は見習わなければいけないです。本
当にうかうかしていられないし、出た試合で
結果を出すだけです。横浜F・マリノスは調
子がいいので、先手を取っていきたいです」
——今回の対戦相手のマリノスはリーグ戦
でも首位にいますから手ごわい相手です。
「マリノスにはここ数年負けてません。前回
のリーグ戦で相手に主導権を握られていた
けれど、最終的に追いつけたので相性の良
さはあると思う。本当にいい準備をしてしっ
かり先に勝てるようにしたいです。ホームで
すからね」
●今シーズンのここまでの戦いを振り返った
インタビューの全文はモバイルレイソルで。

久しぶりの書道で
す。どんな状況でも、
自分たちは「勝利」
だけを目指す。これま
で培ってきた「勝利
の精神」を全員が
ピッチで表現し、レイ
ソルの力を見せたい
と思います。

※直筆書を1名様にプレゼント！
　詳しくはモバイルレイソルへ

●２０１3Ｊリーグ ディビジョン１
 節 日付 時間 対戦 会場 結果
 1  3月3日（日） 13：00 川崎 日立柏 ○3-1
 2  3月9日（土） 14：00 FC東京 味スタ ●0-3
 3  3月16日（土） 14：00 仙台 ユアスタ ●1-2
 4  3月30日（土） 15：00 大分 日立柏 ○3-1
 5  4月6日（土） 17：00 名古屋 日立柏 △3-3
 6  4月13日（土） 13：00 甲府 中銀スタ ●1-3
 7  4月20日（土） 14：00 鳥栖 ベアスタ ○3-0
 8  4月26日（金） 19：00 大宮 日立柏 ●0-4
10  5月6日（月・休） 19：00 横浜FM 日立柏 ○2-1
11  5月11日（土） 14：00 磐田 ヤマハ ○1-0
12  5月18日（土） 15：00 C大阪 日立柏 ●1-3
13  5月26日（日） 16：00 浦和 国立 ●2-6
 9  5月29日（水） 19：00 広島 Eスタ △0-0
14  7月6日（土） 19：00 新潟 東北電ス ●2-3
15  7月10日（水） 19：00 湘南 BMWス ○2-1
16  7月13日（土） 19：00 鹿島 国立 ○2-1
17  7月17日（水） 19：00 清水 日立柏 △2-2
18  7月31日（水） 19：30 横浜FM 日産ス △1-1
19  8月3日（土） 19：00 鳥栖 日立柏 ○2-1
20  8月10日（土） 19：00 大分 大銀ド △0-0
21  8月17日（土） 19：00 仙台 日立柏 △0-0
22  8月24日（土） 19：00 大宮 NACK ○3-2
23  8月28日（水） 19：00 湘南 日立柏 ○5-2
24  8月31日（土） 18：30 鹿島 カシマ ●1-3
25  9月13日（金） 19：00 磐田 日立柏
26  9月22日（日） 17：00 C大阪 長居
27  9月28日（土） 15：00 新潟 日立柏
28  10月6日（日） 14：00 川崎 等々力

KASHIWA REYSOL 2013 Game Schedule
29  10月19日（土） 15：00 甲府 日立柏
30  10月27日（日）※1 16：00 浦和 埼玉
31  11月10日（日）※1 13：00 広島 日立柏
32  11月23日（土・祝） 17：00 名古屋 豊田ス
33  11月30日（土） 17：00 FC東京 日立柏
34  12月7日（土） 15：30 清水 アイスタ

 ACL1 2月27日（水） 19：30（20：30） 貴州人和 貴陽 ○1-0
 ACL2 3月13日（水） 19：00 セントラルコースト 日立柏 ○3-1
 ACL3 4月3日（水） 19：30 水原 水原 ○6-2
 ACL4 4月9日（火） 19：00 水原 日立柏 △0-0
 ACL5 4月23日（火） 19：00 貴州人和 日立柏 △1-1
 ACL6 4月30日（火） 19：00（18：00） セントラルコースト ゴスフォード ○3-0
 R16-1 5月15日（水） 19：00 全北現代 全州 ○2-0
R16-2 5月22日（水） 19：00 全北現代 日立柏 ○3-2
準々決勝第1戦 8月21日（水） 19：00 アルシャバブ 日立柏 △1-1
準々決勝第2戦 9月18日（水） 20：15（19日2：15） アルシャバブ キングファハド
準決勝 第1戦：9月25日（水）、第2戦：10月2日（水）
決勝 第1戦：10月25日（金）または26日（土）、第2戦：11月9日（土）

●AFCチャンピオンズリーグ2013

※1：ACL日程の都合により、開催日が変更となる可能性があります。

準々決勝 第1戦 6月23日（日） 19：00 広島 Eスタ ○2-1
準々決勝 第2戦 6月30日（日） 19：00 広島 日立柏 ●0-1
準決勝 第1戦 9月7日（土） 19：00 横浜FM 日立柏
準決勝 第2戦 10月12日（日） 13：00 横浜FM ニッパ球
決勝 11月2日（土） 未定  国立

●2013Jリーグヤマザキナビスコカップ決勝トーナメント

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！

 9/13（金）vs磐田〜10/19（土）vs甲府
ホームゲームチケット発売中！

アソシエイツ会員募集中！！
クラブ、選手、そして、『あなた』の大きな力をひとつに。
●ローチケ.com（携帯サイト）
こちらのQRコードから、携帯電話で入会手続ができます！
※お支払いはクレジット決済のみになります（一部ご利用できな

いカードがあります） ※別途申込手数料（￥200）がかかります

 柏熱地帯コンコース内インフォメーションでもご入会手続きができます！！

　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。

サッカーを愛する皆様へ

❶D＆C！
アルコール、ソフトドリンク各種
横手焼きそば 600円／焼鳥4本セット 500
円 など
❷鳥よし
アルコール、ソフトドリンク各種
冷やしジャージャー麺 500円／チョリソーソーセー
ジ 350円／鳥よしのまかないカレー 600円など
❸ローソン
アルコール、ソフトドリンク各種
Lチキ 150円／アメリカンドッグ 150円／ス
ナック菓子各種150円〜など
❹モン.シェフ
アルコール、ソフトドリンク各種
カキ氷 300円／フラッペ 500円など
❺⓭日京クリエイト
アルコール、ソフトドリンク各種
レイソルチャンピォンバーガー 500円／
チャーマヨ丼 500円／焼きそば 500円／
チュロス 300円／フライドポテト 300円など
❻ローソン
アルコール、ソフトドリンク各種
からあげクン 250円／各種パン 100円／お
菓子、おつまみ 150円〜
❼ ITS ブラジリアンバーベキュー  
アルコール、ソフトドリンク各種
アルカトラ（牛サーロイン串） 600円／アー
リョ（ガーリックスケーキ串） 500円など
❽インド料理印度亭
アルコール、ソフトドリンク各種
レイソルカリー 600円／牛タンカリー 700
円／コーンチャウダースープ 400円など
❾エフェケバブ
アルコール、ソフトドリンク各種
チキンケバブ 500円〜／ビーフケバブ 500
円〜 など
❿海賊船
アルコール、ソフトドリンク各種　
たこ焼き 500円／牛すじ煮込み 400円／牛
すじ丼 600円など

⓫⓬ブラウンシュガー
アルコール、ソフトドリンク各種
USリブロース ステーキプレート 800円／
USリブロース ステーキドッグ 600円／ホット
ドッグ各種 400円〜など
⓮侍
アルコール、ソフトドリンク各種
かしわのからあげ 500円／もも・かわ・つ
くね3本セット 300円／焼き鳥6本パック 
500円など
⓯ローソン
アルコール、ソフトドリンク各種
大玉あげタコ焼き 250円／おにぎり 100 〜
150円／パン各種 100円／からあげ（5個
入り） 250円
⓰ドミノ・ピザ
アルコール、ソフトドリンク各種
ピザ各種 400円／フライドポテト 300円／
ジューシーフライドチキン 500円など
⓱D&C!（ビジターエリア）
アルコール、ソフトドリンク各種
横手焼きそば 600円／焼き鳥4本セット 
500円／ホットドック各種 500円〜／チキン
カレー各種 600円〜など

2回戦 9月4日（水） 19：00 筑波大 日立柏 ○4-2
●天皇杯全日本サッカー選手権大会

J.League Yamazaki Nabisco Cup
決勝トーナメント表

セーブ･ザ･チルドレン･ジャパン スマイルマッチ
①ベトナム教育支援事業、福島サッカースクールの写真展示会

【場所】 ホームゲート脇　【時間】 開場〜ハーフタイム終了
②SCJの活動を大型ビジョンで紹介するほか、活動紹介のリーフレットを配布いたします。
③『セーブ･ザ･チルドレン･ジャパン募金活動』を実施いたします。

【募金箱設置場所】 総合案内所、場内インフォメーション、
　　　　　　　　グッズ売店（メインスタンド、柏熱地帯コンコース下）
④キックオフセレモニー（寄付金目録贈呈、始球式など）を実施いたします。


