
REYSOL WINNING GUIDE

GWの連戦スタート！
 今節勝利で波に乗ろう！！
　昨シーズンはともにAFCチャンピオンズリー
グ（ACL）を戦い、ヤマザキナビスコカップで
は決勝を戦った相手、浦和レッズが今日の対戦
相手だ。
　レッズは昨シーズン終盤の失速で6位に終わ
り、ACLへの出場権を逃した。そのため今年は
アジアではなく、レイソルと同様にリーグ戦と
カップ戦のみの国内での戦いに集中する日々が
続いている。それでも絶対的なチーム力を誇り、
ペトロヴィッチ監督のもとにはGK西川周作（サ

ンフレッチェ広島）、MF青木拓矢（大宮アル
ディージャ）、FW李忠成（サウサンプトン／イン
グランド）といった主力クラスの選手たちが新た
に戦力として加わった。
　06年のリーグ制覇以来、国内でのタイトルか
ら遠ざかっているレッズにとって、今シーズンの
優勝は絶対命題。そのために手をつけたのは、昨
シーズン56失点とリーグでも下から6番目に終
わった守備面の整備だ。この改善は実を結び、現
在リーグ最小失点のアルビレックス新潟（5点）

につぐ6失点と好成績をマークしている。一方で
12得点はリーグ7位の成績だが、失点の少なさが
幸いし、現在首位のヴィッセル神戸、2位のサンフ
レッチェ広島とは勝点1差で3位につけている。
　3月下旬、ヤマザキナビスコカップの開幕戦で
顔を合わせた試合では、2－1と逆転勝利を収め
たレイソル。今シーズンでもっとも内容の良かっ
たあの試合を思い起こし、ここから始まるゴール
デンウィークの連戦初戦となる今日の試合。しっ
かり勝って5連戦のいいスタートを切ろう。
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［監督］ ネルシーニョ

2014 J.LEAGUE DIVISION1 第9節

柏レイソル × 浦和レッズ
2014.04.26 SAT 日立柏サッカー場 13:03 KICK OFF

J.League Division 1 順位表

2014年4月20日（第8節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 神戸 17 8 5 2 1 9
2 広島 17 8 5 2 1 6
3 浦和 16 8 5 1 2 6
4 鹿島 15 8 5 0 3 9
5 鳥栖 15 8 5 0 3 8
6 清水 13 8 4 1 3 2
7 新潟 13 8 3 4 1 1
8 川崎 11 8 3 2 3 6
9 C大阪 11 8 3 2 3 3
10 柏 11 8 2 5 1 2
11 横浜FM 11 8 3 2 3 1
12 FC東京 11 8 3 2 3 -1
13 G大阪 9 8 2 3 3 -2
14 甲府 9 8 2 3 3 -4
15 名古屋 9 8 3 0 5 -5
16 大宮 7 8 2 1 5 -4
17 仙台 5 8 1 2 5 -12
18 徳島 0 8 0 0 8 -25

予想スターティングメンバー

マッチコミッショナー：桂木 聖彦
アセッサー：松崎 康弘

主審：吉田 寿光／副審：村上 孝治、山際 将史／第4の審判：塚田 健太

　この前節にステージ優勝を決め、勢いのある浦和に対し、試合開始早々のCK
で、いきなり先制を許すという苦しい立ち上がりとなった。ただ、その後は浦和の猛
攻に耐え、前半終了間際には山下のミドルシュートや、左CKから近藤が惜しいヘッ
ドを放つなどチャンスも訪れる。しかし反撃ムードも束の間、50分には裏へ抜け出
したエメルソンに追加点を決められ、さ
らに2度目の警告を受けた永田が退場
となり、数的不利になるとレイソルは成
す術を失った。63分、カウンターから呆
気なく失点し、0-3。83分には寄せの
甘さを突いたエメルソンに強烈なミドル
シュートを叩き込まれてハットトリックを
許すとともに、0-4という屈辱の大敗を
喫した。

プレイバック 浦和戦 2004年11月23日（火・祝）／日立柏
2004 J1 2nd 第14節　柏［0-4］浦和

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
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 
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
20 FW 李 忠成
21 GK 西川 周作
22 MF 阿部 勇樹 
26 MF 関根 貴大
29 MF 矢島 慎也
30 FW 興梠 慎三 
46 DF 森脇 良太  
※出場停止：なし

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
9 FW 工藤 壮人
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
18 FW 田中 順也
19 FW 木村 裕
20 MF 茨田 陽生
21 GK 菅野 孝憲
22 DF 橋本 和
23 DF 渡部 博文
25 MF 小林 祐介 
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
32 DF 中谷 進之介
33 DF 輪湖 直樹
※出場停止：なし

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

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 ○2-1
J1第4節 3月23日（日） 14:00 徳島 鳴門大塚 ○2-0
J1第5節 3月29日（土） 15:00 大宮 日立柏 △2-2
YNC予選L第2節 4月 2日（水） 19:00 甲府 中銀スタ △1-1
J1第6節 4月6日（日） 15:00 C大阪 日立柏 ○2-1
J1第7節 4月11日（金） 19:00 川崎 等々力 △1-1
YNC予選L第3節 4月16日（水） 19:00 大宮 ＮＡＣＫ △1-1
J1第8節 4月19日（土） 15:00 横浜FM 日立柏 △0-0
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

　 ［監督］ ペトロヴィッチ



̶̶対戦相手となる浦和レッズの印象は。
「とにかく観衆が多くて、ファンが熱狂的ですよ
ね。そういう点で日本だけではなく、韓国でも有
名なチームです。イメージとしては、レッズといえ
ば熱狂的なファンがまず頭に浮かびます」
̶̶具体的に知っている選手はいませんか。
「知っている選手はいません。李忠成選手は僕と
同じ年だとは知っていますが、よくは知らないん
です」
̶̶李忠成選手はユース年代の韓国代表に選出
され、韓国でのキャンプに参加しているはずです
が。

「選ばれたときもあるのですが、結局僕がユース代
表には参加せずに終わったので、顔を合わせたこ
とはないですね」
̶̶いま2位にいるサンフレッチェ広島の前の監
督が、3位の浦和レッズの現在の監督だったとい
うことは。
「それは知っています。だから広島から多くの選手
がレッズにやってきているということも知ってはい
ますよ」
̶̶この両チームと対戦してみて、サッカーのス
タイルは同じだと感じましたか。
「フォーメーションは確かに同じスタイルですが、

サッカー自体は違うように感じます。選手個々の
プレースタイルが違うので、違ってくるのは当然だ
と思います。レッズのほうが広島よりも選手たち
の自由度が多いような気がします。この2チーム
が2位、3位。1位は？」
̶̶ヴィッセル神戸です。攻撃の中心のブラジル
人選手3人が好調です。チョン・ウヨン選手も前
節にFKでゴールを決めていました。
「本当ですか!?　彼はもともと韓国でもFKを蹴ら
ないんですけど」
̶̶ここまでのJリーグ全般を見て、どのような
印象を持ちましたか。
「そうですね、昨シーズンとほとんど同じような印
象です。上位チームの顔ぶれも同じような感じで
しょう？　Jリーグはチームの力が拮抗していて、
上位チームも中位にいるチームも大きな差がある
わけではないように思います。だからこそ1試合
1試合がとっても大事になるリーグです。クラブ間
の差（経済的な部分）もそれほどないリーグなので、
とにかく1試合でどういう結果を出せるかが、選
手にとっては重要になります」
̶̶前節の横浜F・マリノス戦でFWレアンドロ
選手が負傷離脱となりました。チームは非常事態
といった感じなのでしょうか。
「代わりに出る選手もいい選手たちだし、ほかの
選手がきちんとやってくれると思います。だからレ
イソルがまずはゴールを決められれば、結果は出
てくるでしょう。守備はいいですからね」
●カップ戦決勝直前の大ケガから復帰したセレッ
ソ大阪戦で勝利。その道のりとW杯への思いを
語ったインタビューの全文はモバイルレイソルで。

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。

新商品発売のお知らせ

BIGキーホルダー
￥864

アクリルキーホルダー
（スター）￥540

アクリルストラップ
（スター）￥540

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/

27DF

キムチャンス

※グラフィックロゴTシャツはバックスタンド売店での取り扱いはございません。
※記載されている金額は消費税（8％）込みの金額となります。

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／必勝祈願すし650円 など

❽インド料理印度亭
レイソルカリー600円／カリージャンバラヤ
650円 など

❾TOTO'S CAFE
ロコモコ600円／ローストビーフライス600
円／オムライス600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5本パック
500円／特製もつ煮込み350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。

グラフィックロゴTシャツ
（サイズ：S・M・L・LL）￥2,052

10エフェケバブ
100％ビーフハンバーガー
牛粗挽き肉100％のパテを香ばしく焼い
たバンズに挟んだエフェケバブオリジナル
のハンバーガーが新登場！　肉汁たっぷり
の焼き立てのパテは噛むたびに旨みがお口
いっぱいにジュワっ
と広がる絶品のハン
バーガーです。是非
ご賞味ください！



VITORIAの真意

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
はるみ鍼灸接骨院
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！

REYSOL Report

「“VITORIA”という言葉は、言うのは簡単ですが、
それを手にするのは容易なことではありません。勝利
を手にして積み上げていくのは難しいこと。だからこ
そ常に準備と努力を怠ってはいけないのです」
　ポルトガル語で「勝利」を意味する“VITORIA”を
スローガンに掲げて5年。上記した言葉は、その時の
ネルシーニョ監督のコメントである。今改めて、この
言葉を噛みしめ、監督の言う「勝利を手にする難し
さ」を痛感しているところだ。
　今シーズン、レイソルが敗れたのはJ1第3節の名古
屋戦のみ。以来、ナビスコカップを合わせて公式戦8
戦負けなし。「負けなし」と言えば聞こえはいいが、5
引き分けという数字が物語る通り勝ち切れない試合
が多い。もちろんサッカーでは、時に“価値のある引
き分け”も存在するのは確かだ。例えば、ACLやナビ
スコカップのホーム＆アウェイの戦いで、引き分け以
上で次のラウンドへ進めるという状況では、無理を
せずにあえて引き分けで終わらせるといった駆け引き
も出てくるだろうし、リーグ戦でも勝点1の差が最終的
に大きくモノを言うケースがある。2011年J1第33節
C大阪戦や、昨年のACL準々決勝第2戦アルシャバ
ブ戦は、まさにそれに該当する試合、価値あるドロー
である。
　今シーズンの7つの引き分けの中にもポジティブな
要素は多々あり、何から何までがネガティブというこ
とはない。前節の横浜FM戦だけを見ても、相手の1
トップを90分間に渡って完璧に封じた近藤直也の守
備能力は、間違いなく称賛されて然るべきである。
　しかし最も避けなければならないのは、現状に甘

んじ、「引き分けをよし」としてしまうことだ。引き
分けと勝利は紙一重。しかも先述の通り、内容的に
評価できる部分が数多く見られれば、「負けていな
い」「内容は良かった」と正当化は可能。2009年に
は、開幕9戦中6試合を引き分け、夏場にも7戦負け
なしがあったが、それも5引き分けと勝ち切れない試
合が多く、当時は「引き分けをよし」とする言動が、
選手たちから聞かれたこともあった。ただ、それはレ
イソルに、まだ“VITORIA”の精神が根付く前の話
である。
　今、この引き分け続きの状況を選手に問うと、大谷
秀和は「『負けていない』という見方もできるけど、僕
は『勝てていない』という気持ちでいる。選手全員が
後者であるべき」と話し、工藤壮人も「勝てていない
のには何かしらの原因がある。それを突き詰めていか
なければ、この状況は変えられない」と、勝利を追い
求める姿勢を打ち出していることから、“VITORIA”
の精神が薄れてきたことはないと見ている。
　だが、もし「引き分けをよし」とする考えや風潮
が、ほんの僅かでも芽生えようとしているのならば、
2010年から変わらず掲げるスローガンが持つ意味
を、今一度見つめ直し、その精神と日頃の振舞いを思
い出す必要がある。
　勝利を手にするのは容易ではない。だからこそ、日
頃からその準備と努力は絶対に怠ってはならない。そ
れが“VITORIA”の真意だ。

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。

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324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

今年二回目の日立台の浦和戦…黄色と赤
の決戦、今回も頂いちゃいましょー！！

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

チケット発売中！ 5/3（土・祝）vs鹿島戦、5/10（土）vs新潟戦、
5/21（水）vsナビスコ杯 新潟戦


