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昨季決勝カードの再現
 シーズン初勝利を掴め！！
　今日からヤマザキナビスコカップの戦いがス
タートする。昨年、一昨年とAFCチャンピオンズ
リーグ（ACL）に参加していたレイソルはグルー
プリーグを免除されていた。グループリーグを戦
うのは実に3年ぶり。99年、昨年と優勝を飾り、
一昨年はベスト4と比較的実績を残してきた大
会にも思えるだろうが、2000年以降、グループ
リーグ突破が叶わなかった大会でもある。連覇
を目指し、グループリーグ突破が最初の関門に
なる。

　リーグ戦は2分け1敗と結果が出ずに苦しんで
いるがここで心機一転、新しい大会での「今季」
初勝利を目指していく。レイソルが入ったBグ
ループを構成するのは浦和レッズ、ヴァンフォー
レ甲府、大宮アルディージャ、アルビレックス
新潟、名古屋グランパス、徳島ヴォルティスの7
チーム。ここから上位2チームが決勝トーナメン
トに進出する。
　グループリーグの初戦の相手は浦和レッズ。
日立台での開催は実に11年ぶりのこととなる。

　ここまでのレッズのリーグ3試合の結果は2勝
1敗（得点3・失点1）。開幕戦のガンバ大阪（○1
－0／万博）、前節のサンフレッチェ広島（○2－
0／Eスタ）と、アウェイで連勝を飾っている。課
題と言われてきた守護神のポストにサンフレッ
チェから日本代表GK西川周作を獲得。守備面
での改善を図り、今シーズンを戦っている。昨年
の借りを返そうと乗り込んでくるレッズの攻勢を
凌ぎ、電光石火のカウンターで仕留め、今シーズ
ンの日立台での初勝利を掴んでほしい。
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［監督］ ネルシーニョ 　　［監督］ ペトロヴィッチ

2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節

柏レイソル × 浦和レッズ
2014.03.19 WED 日立柏サッカー場 19：04 KICK OFF

予想スターティングメンバー

マッチコミッショナー：大野 辰巳
アセッサー：松崎 康弘

主審：岡部 拓人／副審：蒲澤 淳一、数原 武志／第4の審判：大川 直也

大谷、橋本、キム、鈴木、山中という主力５選手を欠き、序盤から浦和の攻撃に
押し込まれる苦しい時間帯が続く。それでも選手は冷静だった。守備的に戦い、
集中力を研ぎ澄ませながら反撃の機会を窺うと、絶好機は前半アディショナルタ
イムに訪れる。右膝の負傷を抱えて放った藤田の高速クロスを、ファーサイドの
スペースに入った工藤が渾身のヘッド
でＧＫの手元を射抜き、先制点を叩き
出した。後半は雨足の強まりとともに浦
和の攻勢も迫力を増したが、レイソル
は全選手が高い集中力と屈強なメンタ
リティーを持って戦い抜き、14年ぶり
となるナビスコカップのタイトルを勝ち
取る。そして決勝点を挙げた工藤がＭ
ＶＰに輝いた。

プレイバック＠浦和戦 2013Jリーグヤマザキナビスコカップ決勝戦／国立競技場
2013年11月2日（土） 浦和［0-1］柏

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

1 GK 山岸 範宏
2 DF 坪井 慶介
3 MF 宇賀神 友弥
4 DF 那須 大亮
5 DF 槙野 智章
6 MF 山田 直輝 （NH）
7 MF 梅崎 司
8 MF 柏木 陽介
9 FW 原口 元気
10 MF マルシオ リシャルデス
11 MF 関口 訓充
12 DF 濱田 水輝 （NH）
13 MF 鈴木 啓太
14 MF 平川 忠亮
16 MF 青木 拓矢
17 DF 永田 充
18 GK 加藤 順大
19 FW 阪野 豊史 （NH）
20 FW 李 忠成
21 GK 西川 周作
22 MF 阿部 勇樹
26 MF 関根 貴大 （NH）
29 MF 矢島 慎也 （NH）
30 FW 興梠 慎三
46 DF 森脇 良太  
※出場停止：なし
※NH＝ニューヒーロー賞対象選手

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 ハン グギョン （NH）
9 FW 工藤 壮人 （NH）
10 MF レアンドロ ドミンゲス
11 FW レアンドロ
13 MF 高山 薫
14 MF 狩野 健太
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹 （NH）
18 FW 田中 順也
19 FW 木村 裕 （NH）
20 MF 茨田 陽生 （NH）
21 GK 菅野 孝憲
22 DF 橋本 和
23 DF 渡部 博文
25 MF 小林 祐介 （NH） 
26 MF 太田 徹郎
27 DF キム チャンス
28 MF 栗澤 僚一
31 GK 中村 航輔 （NH）
32 DF 中谷 進之介 （NH）
33 DF 輪湖 直樹
※出場停止：なし
※NH＝ニューヒーロー賞対象選手

staff

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

2014Jリーグヤマザキナビスコカップ
レギュレーション

K ASHIWA REYSOL 2014 Game Schedule

※1：プレシーズンマッチ　※2：Jリーグディビジョン1　※3：Jリー
グヤマザキナビスコカップ　※4：スルガ銀行チャンピオンシップ
◎第23節以降の情報詳細は8月中旬発表予定

○1-1
5PK4

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
PSM※1 2月16日（日） 14:00 千葉 フクアリ
PSM 2月23日（日） 13:00 栃木 栃木グ ○2-0
J1※2第1節 3月 1日（土） 15:00 FC東京 日立柏 △1-1
J1第2節 3月8日（土） 15:00 神戸 ノエスタ △1-1
J1第3節 3月15日（土） 15:00 名古屋 日立柏 ●0-1
YNC※3予選L第1節 3月19日（水） 19:00 浦和 日立柏
J1第4節 3月23日（日） 14:00 徳島 鳴門大塚
J1第5節 3月29日（土） 15:00 大宮 日立柏
YNC予選L第2節 4月 2日（水） 19:00 甲府 中銀スタ
J1第6節 4月6日（日） 15:00 C大阪 日立柏
J1第7節 4月11日（金） 19:00 川崎 等々力
YNC予選L第3節 4月16日（水） 19:00 大宮 ＮＡＣＫ
J1第8節 4月19日（土） 15:00 横浜FM 日立柏
J1第9節 4月26日（土） 13:00 浦和 日立柏
J1第10節 4月29日（祝･火） 16:00 G大阪 万博
J1第11節 5月3日（祝･土） 13:00 鹿島 日立柏
J1第12節 5月6日（祝･火） 15:00 鳥栖 ベアスタ
J1第13節 5月10日（土） 19:00 新潟 日立柏
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏
YNC予選L第5節 5月24日（土）  試合なし  
YNC予選L第6節 5月28日（水） 19:00 名古屋 瑞穂陸
YNC予選L第7節 6月1日（日） 15:00 徳島 日立柏
天皇杯2回戦 7月12日（土） 未定 未定 未定
J1第15節 7月19日（土） 19:00 仙台 日立柏
J1第16節 7月23日（水） 19:00 広島 Eスタ
J1第17節 7月27日（日） 18:00 清水 アイスタ
J1第18節 8月2日（土） 19:00 川崎 日立柏
SC※4 8月6日（水） 未定 ラヌス 日立柏

 節 日付 時間 対戦 会場 結果
J1第19節 8月9日（土） 19:00 横浜FM 日産ス
J1第20節 8月16日（土） 19:00 神戸 日立柏
天皇杯3回戦 8月20日（水） 未定 未定 未定
J1第21節 8月23日（土） 19:00 名古屋 豊田ス
J1第22節 8月30日（土） 19:00 甲府 日立柏
YNC準々決勝 第1戦 9月3日（水） 未定 未定 未定
天皇杯4回戦 9月6日（土）･7（日） 未定 未定 未定
YNC準々決勝 第2戦 9月7日（日） 未定 未定 未定
J1第23節 9月13日（土） 未定 C大阪 ヤンマー
J1第24節 9月20日（土） 未定 浦和 埼玉
J1第25節 9月23日（祝･火） 未定 鳥栖 日立柏
J1第26節 9月27日（土） 未定 FC東京 味スタ
J1第27節 10月5日（日） 未定 広島 日立柏
YNC準決勝 第1戦 10月9日（木） 未定 未定 未定
天皇杯準々決勝 10月11日（土）･12（日） 未定 未定 未定
YNC準決勝 第2戦 10月12日（日） 未定 未定 未定
J1第28節 10月18日（土） 未定 鹿島 カシマ
J1第29節 10月22日（水） 未定 G大阪 日立柏
J1第30節 10月26日（日） 未定 仙台 ユアスタ
J1第31節 11月2日（日） 未定 徳島 日立柏
YNC決勝戦 11月8日（土） 未定 未定 埼玉
J1第32節 11月22日（土） 未定 大宮 NACK
天皇杯準決勝 11月26日（水） 未定 未定 未定
J1第33節 11月29日（土） 未定 清水 日立柏
J1第34節 12月6日（土） 未定 新潟 デンカS
天皇杯決勝 12月13日（土） 未定 未定 未定

《予選リーグ》
ACLに出場する4チーム（川崎F、横浜FM、C
大阪、広島）を除く14チームを2グループに分
け、各グループで1回戦総当たりのリーグ戦を
行う。
●Aグループ（7チーム）
仙台／鹿島／F東京／清水／G大阪／神戸／
鳥栖
●Bグループ（7チーム）
浦和／大宮／柏／甲府／新潟／名古屋／徳
島

《決勝トーナメント》
予選リーグ各グループ上位2チームおよび、川
崎F、横浜FM、C大阪、広島（合計8チーム）
によりホーム＆アウェイ方式のトーナメント戦
を行う（決勝は１試合のみ）。
※決勝トーナメントの組み合わせは、予選
リーグ終了後にオープンドローの抽選で決定
する。



̶̶今日は連覇の懸ったヤマザキナビスコカップ
の初戦です。ACL参戦チームは決勝トーナメント
からの出場となるので、グループリーグを戦うの
は3年ぶりになります。対戦相手の浦和レッズは
昨年決勝で戦い、11年にレイソルがリーグ制覇
を決めた最終戦の相手なのですが。
「どちらの試合にも自分は出場できました。去年
の優勝カードが初戦から実現するということで、
ちょっともったいないぐらいに思いますが、そう
思えるようなほど、クォリティの高い試合になる
と思います。もちろん決勝を戦ったときのような
モチベーションで戦えればいいのですが、決勝の

ときとは少し違ってくると思います」
̶̶日立台での浦和レッズ戦は、04年（第2ステー
ジ12節●0－4／室井、エメルソン③）です。
「Jr.ユースのころに観に来ていたんですが、エメ
ルソンにやられた試合ですね。あのころのレッズ
戦はアカデミーのなかでもチケットの争奪戦がす
ごくあって、すごく早い段階でチケットをもらい
にいった記憶があります」
̶̶今シーズンの浦和レッズの印象は。
「ゴールキーパーが変わったり、ディフェンダーも
ケガ人が出て、水輝くん（濱田）が出ていたりして
いますよね。でも人が代わっても、やることは後

ろからしっかりつないでくるチームだと思うので、
ウチが得意としているショートカウンターで先制
点を奪って、ペースを握ることができたらと思い
ます」
̶̶去年のレッズはディフェンスよりも攻撃を重
視していたようですが、今年は少し意識を変えて
いるようです。
「ディフェンスを意識したチーム作りをしていると
いう話は聞きますね。僕らも高い位置で、相手
のディフェンスやボランチのところでボールを取ろ
うということでやっていますが、狙っているところ
でボールを奪うことができれば、どんなに相手が
ディフェンス意識を高めてプレーしていたとしても
チャンスは作れると思います。そこはチーム全体
で狙っていかなければいけない部分です」
̶̶ディフェンスを意識した戦いといっても、レッ
ズはもともとタレントが豊富なので、その点でも
難しいのかもしれないです。
「浦和レッズは途中から出てくる選手も、スタメン
レベルの力を持った選手たちばかり。どこから攻
めていくのかという部分を見つけるのは難しいと
思います。だからこそチーム全体での戦いになっ
てくるのではないでしょうか」
̶̶リーグ3節名古屋グランパス戦では途中出場
で約20分、プレーしました。
「試合に出ないと細かい部分はわからないので、
ようやくスタートを切れた思いです。出場のチャ
ンスを生かしていきたいです」
●柏レイソルのアカデミー出身で工藤の1年後輩
にあたる茨田。プロ5年目の覚悟を語ったインタ
ビューの全文はモバイルレイソルで。

❶D＆C！
横手焼きそば600円／焼き鳥4本セット
500円 など

❷鳥よし
まかないカレー2014 600円／とりピタサン
ド500円／とりの唐揚げ400円 など

❸ローソン
おにぎり、パン各種　100円～／アメリカン
ドッグ150円 など

❹モン.シェフ
揚げたこ焼き450円／生グレープフルーツ
チューハイ500円 など

❺13日京クリエイト
焼きそば500円／チャーマヨ丼500円／フ
ライドポテト300円／レイソルチャンピオン
バーガー 500円 など

❻ローソン
からあげクン250円／各種パン100円～ など

★★❼技の福兆・海鮮焼き★★
特製いか焼き500円／ホタテの殻焼き500
円／サザエの壷焼き600円 など

❽インド料理印度亭
レイソルカリー650円 など

❾TOTO'S CAFE
ボロネーゼライス700円／ロコモコ700円 
など

10エフェケバブ
ケバブサンド500円／ケバブラップ700円 
など

11海賊船
たこ焼き500円／牛すじ煮込み450円／牛
すじ煮込み丼650円 など

12ブラウンシュガー
牛タン丼850円／牛タンフランク400円 など

14侍
かしわのからあげ500円／焼き鳥6本パック
500円 など

15ローソン
おにぎり、パン各種100円～／からあげクン
250円 など

16ドミノ・ピザ
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

17D&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／チキンカレー600円
／十勝豚焼600円 など

●各売店にてソフトドリンクとアルコールを
販売しております。

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。

好評発売中！ おすすめ商品

フェイスタ
オル 

￥1,260（
税込）

G o o d s  I n f o r m a t i o n

F O C U S

●会場内グッズ売店、オンラインショップにて発売中！
・柏熱地帯下コンコース内グッズ売店
・メインスタンドコンコース内グッズ売店
・バックスタンド下グッズ売店
※アソシエイツ会員割引（5％引）がご利用頂けます。お会計時に会員証をご提示下さい。

●柏レイソル公式オンラインショップURL
　http://www.reysol-shop.jp/

タオルマフ
ラー

（柏熱地帯
R）

￥1,575（
税込）

20MF

茨田陽生

❼技の福兆・海鮮焼き「いかめし」650円
鮮度と型を選りすぐったイカに、もち米を
たっぷり入れ、福兆の特製醤油だれでじっく
り香ばしく煮込んで仕上げた自慢の一品で
す。イカと醤油だれの旨味がたっぷり染み
たは熱戦前の腹ごしら
えに最適！売り切れ必
至ですので、お求めは
どうぞお早めに！！

その他、リストバンドやバンダナ、ストラップなども新発売！
※記載されている金額は発売日から2014年3月31日までの金額となります。

バスタオル
 

￥3,150（
税込）



ニューヒーロー

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
グーロクリエイト
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　王道家
柏エフォートフットボールクラブ
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・
  カナクラーヴォフットボール
  クラブ（女子U-15）
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
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
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社 柏支社
メディアーバー
八木歯科医院
ヤノハウスコート
リューセイ
ユニホームサービス
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。

2014アソシエイツ会員募集中！！

柏レイソル公式ファンクラブ「アソシエイツ」で
は、2014年度の会員を募集しております。詳
細・お申込はレイソル公式HP（http://www.
reysol.co.jp）をご確認ください。本日の試合会
場アソシエイツブース（柏熱地帯スタンド下）で
もご入会いただけます。
◆ご継続の方は昨年11月に発送しております、
「継続のご案内」をご確認ください。

クラブ、選手、そして、
『あなた』の大きな力をひとつに。

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！

チケット発売中！　3/29（土）vs大宮、4/19（土）vs横浜FM、
4/26（土）vs浦和戦【アソシエイツ先行販売中・一般販売は4/13（日）10時～】

REYSOL Report

　Ｊ３第２節、藤枝ＭＹＦＣ戦のＪリーグ・アンダー
22選抜（以下Ｊ22）には、前節から引き続き選ばれた
秋野央樹、小林祐介に加えて木村裕も招集された。
　Ｊ22のメンバー入りを受けて、木村は次のように意
気込みを語っている。
「筑波大との練習試合でも点を取れているからＪ３で
も結果を残す。Ｊ22で最初のゴールを決めたい。連携
的には難しいかもしれないけど声を出して解決する。
どこでも結果を残せるようにしなければいけない」
　実際に、藤枝戦では前半16分に先制点を挙げ、記
念すべきＪ22の初ゴールを記録した。アカデミーの先
輩である工藤壮人ばりの有言実行は頼もしい限りで
ある。
　このＪ22については賛否両論があるが、実際に試
合に出場する選手たちの目線ではプラス材料の方が
圧倒的に多いようだ。秋野に話を聞けば、単に呼ば
れたから試合に出るという安易な考えではなく、い
ろいろな状況を個人的にシミュレートしながら試合
に臨んでいるという。例えば、Ｊ１のスタジアムとは
異なり必ずしも良いとは言えないピッチ、即席のメン
バー、全てがアウェイゲームなどといったＪ22に与え
られた環境も、ＡＣＬのアジア遠征では劣悪な芝の
スタジアムがある。代表に招集されれば、初めて組む
メンバーで試合をする時もある。ＡＣＬではもっと威
圧的なアウェイの雰囲気で戦わなければならない。そ
う置き換えることができ、レイソルや日本代表の試合
で、上記した点を敗戦の理由にはしないだろう。だか
らこそ、秋野もＪ３開幕戦のＦＣ琉球戦を振り返り、
「絶対に勝たなければいけなかった」と反省の弁を

口にしていた。
　また、公式戦に出続けることによって試合勘や、90
分間の試合での体力を養える点に関しても大きいと
秋野は話している。こうしたＪ22の経験をチームに
戻って還元できれば、それは自ずと個人のアピールに
もつながる。今回のＪ22に呼ばれた秋野、木村、小林
に続き、怪我が癒えた暁には間違いなく中村航輔に
は招集が掛かるであろうし、中谷進之介も候補メン
バーのリストに名を連ねているためチャンスは必ず訪
れる。
　常日頃から言っているが、チーム力の向上に若手
の台頭は必須である。思えば2010年には工藤、茨田
陽生の台頭があった。2011年には酒井宏樹（現ハ
ノーファー96）が大ブレイクし、工藤、茨田とともに
チームの底上げを促してリーグ初優勝に貢献した。
秋野、木村、小林、中村、中谷、この５人の若手が著し
く成長し、下からの突き上げでさらにチーム内を活性
化させてくれれば、レイソルは一段と力を増すことに
なる。
　リーグ戦ではいまだ勝ち星がなく、苦しい状態が
続くも、こうした停滞感を打破するのは、若手の台頭
であるケースも決して珍しくはない。ナビスコカップ
には『ニューヒーロー賞』があり、当該選手である彼
ら５人にはレイソル史上初の同賞受賞を期待すると
同時に、賞という枠を超え、2014年のレイソルにとっ
ての“ニューヒーロー”になることを期待している。

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。

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］
 http://sp.reysol.co.jp

https://www.facebook.com/ReysolOfficial

https://twitter.com/Rey_kun

スマートフォンサイト

オフィシャルFacebookページ

レイくんTwitter

去年のナビスコ決勝と同じカードでス
タートです！Ｗレアンドロさん頑張れー！
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