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地の利は我らにある！
日立台ブーストで大逆転だ！！
　9日に行われた敵地でのヤマザキナビスコ
カップ準決勝第1戦は、前半終了間際と後半開始
早々に一瞬の隙を突かれてFW佐藤寿人にゴー
ルを許し、0-2で敗戦を喫した。ただ、数的不利
を強いられながら、終盤の桐畑和繁のファイン
セーブもあってサンフレッチェ広島に追加点を許
さず、点差を広げられなかったことは間違いなく
第2戦につながる。第1戦の敗戦によって、決勝
へ進むための条件は3点差をつけるか、最低でも
2-0で90分を戦い、延長戦へ持ち込むしかなく

なったが、ここホーム日立台の“地の利"を考えれ
ば、それは決して不可能な数字ではない。
　先勝して日立台に乗り込んでくるサンフレッ
チェは、引き分けでも突破できるとあって、とに
かく失点しないことを最優先に手堅い戦い方を
敷いてくるだろう。そして、鋭いカウンターからア
ウェイゴールを奪い、さらに試合を有利な展開に
持ち込もうとしてくる。
　レイソルとしては、早い時間帯に先制して一気
に畳み掛けたいところだが、アウェイゴールを奪

われてしまうと状況はさらに不利になるため、ア
グレッシブな意識の中にも慎重さは持ち続けて
いたい。こちらがリズムを掴めば、相手は日本代
表の招集で主力DFの2選手を欠くため、付け入
る糸口もゼロではない。そこに日立台を黄色く染
めるサポーターが作り上げる圧倒的な一体感が
加わることによって、サンフレッチェを心理的に
追い詰める可能性は高まる。2-0以上の勝利を挙
げ、逆転でファイナルへの切符を手にしよう。
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VS サンフレッチェ広島2014 J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP
Semifinal 2nd Leg
2014.10.12 SUN



［監督］ ネルシーニョ ［監督］ 森保 一

2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第2戦

柏レイソル × サンフレッチェ広島
2014.10.12 SUN 日立柏サッカー場 16：00 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：河本 弘
アセッサー：布施 直次

主審：家本 政明／副審：山口 博司、金井 清一／第4の審判：廣瀬 格

　第1戦を敵地で2-1と先勝したレイソルは、アドバンテージを握ってホームにサ
ンフレッチェを迎え入れた。「互いに主導権を握り合うゲーム」（ネルシーニョ監
督）というように、試合は一進一退の攻防へ。その中でも左サイドからチャンスを
作ったレイソルに流れが傾き始める。しかし59分、佐藤に鮮やかなボレーを決め
られ、合計スコアでは2-2の同点に追
い付かれると、勢いに乗るサンフレッ
チェが攻勢に出る。ただ、時間の経過
とともに第1戦のアドバンテージを選手
全員が理解し、守備意識を高く持つこ
とでそれ以上の失点を許さず。第2戦
自体は0-1で敗れたが、アウェイゴール
で上回ったレイソルが、辛くも準決勝に
駒を進めた。

プレイバック＠広島戦 2013年6月30日（日）／日立柏
2013 YNC準々決勝第2戦 柏［0-1］広島

staff

ヘッドコーチ／横内 昭展
コーチ／中村 伸、中下 征樹
GKコーチ／下田 崇
フィジカルコーチ／松本 良一

1 GK 林 卓人 
2 DF ファン ソッコ
3 DF ビョン ジュンボン NH
4 DF 水本 裕貴
5 DF 千葉 和彦 
6 MF 青山 敏弘 
7 MF 森﨑 浩司
8 MF 森﨑 和幸 
9 FW 石原 直樹 
10 MF 髙萩 洋次郎 
11 FW 佐藤 寿人
13 GK 増田 卓也
14 MF ミキッチ
16 MF 山岸 智
17 DF パク ヒョンジン NH
18 MF 柏 好文
21 GK 原 裕太郎 NH
22 FW 皆川 佑介 NH
24 MF 野津田 岳人 NH 
25 MF 茶島 雄介 NH
27 MF 清水 航平 
28 MF 丸谷 拓也
29 FW 浅野 拓磨 NH  
30 MF 柴﨑 晃誠 
33 DF 塩谷 司
34 DF 高橋 壮也 NH
35 DF 大谷 尚輝 NH
36 MF 川辺 駿 NH
37 MF 宮原 和也 NH
38 DF 吉野 恭平 NH
 FW 加藤 陸次樹（2種）NH
 GK 白岡 ティモシィ（2種） NH
 MF 長沼 洋一（2種） NH
※出場停止：なし
※NH＝ニューヒーロー賞対象選手

準
々
決
勝

準
々
決
勝

準
々
決
勝

準
々
決
勝

（9/3）
0-0

準決勝 準決勝
（10/9）

2-0
（10/12）

（10/9）
1-3

（10/12）

決
勝

（11/8）

（9/7）
2-2

（9/3）
2-1

（9/7）
3-1

（9/3）
3-1

（9/7）
2-3

（9/3）
1-1

（9/7）
3-0

浦
和（
B
１
位
）

広
島（
A
C
L
）

柏（
B
２
位
）

横
浜
F
M（
A
C
L
）

G
大
阪（
A
１
位
）

神
戸（
A
２
位
）

川
崎（
A
C
L
）

C
大
阪（
A
C
L
）

YAMAZAKI NABISCO CUP 決勝トーナメント表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

○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 ○3-2
J1第10節 4月29日（祝･火） 16:00 G大阪 万博 ○2-1
J1第11節 5月3日（祝･土） 13:00 鹿島 日立柏 ○1-0
J1第12節 5月6日（祝･火） 15:00 鳥栖 ベアスタ ●0-1
J1第13節 5月10日（土） 19:00 新潟 日立柏 ○1-0
J1第14節 5月17日（土） 13:00 甲府 中銀スタ ●0-3
YNC予選L第4節 5月21日（水） 19:00 新潟 日立柏 ○1-0
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 ●0-1
YNC予選L第7節 6月1日（日） 15:00 徳島 日立柏 ○4-1
天皇杯2回戦 7月12日（土） 16:00 岡山N 日立柏 ○4-0
J1第15節 7月19日（土） 19:00 仙台 日立柏 △0-0
J1第16節 7月23日（水） 19:00 広島 Eスタ ●2-5
J1第17節 7月27日（日） 18:00 清水 アイスタ ●0-3
J1第18節 8月2日（土） 19:00 川崎 日立柏 ○4-1
SC※4 8月6日（水） 19:00 ラヌス 日立柏 ○2-1

 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 △2-2
J1第20節 8月16日（土） 19:00 神戸 日立柏 ○2-0
天皇杯3回戦 8月20日（水） 19:00 千葉 日立柏
J1第21節 8月23日（土） 19:00 名古屋 豊田ス △1-1
J1第22節 8月30日（土） 19:00 甲府 日立柏 ○3-0
YNC準々決勝 第1戦 9月3日（水） 19:30 横浜FM ニッパ球 ○2-1
YNC準々決勝 第2戦 9月7日（日） 19:00 横浜FM 日立柏 ○3-1
J1第23節 9月13日（土） 19:00 C大阪 ヤンマー ●0-2
J1第24節 9月20日（土） 19:00 浦和 埼玉 ●1-3
J1第25節 9月23日（祝･火） 19:00 鳥栖 日立柏 ○2-0
J1第26節 9月27日（土） 16:00 FC東京 味スタ ●0-4
J1第27節 10月5日（日） 15:30 広島 日立柏 △0-0
YNC準決勝 第1戦 10月9日（木） 19:00 広島 Eスタ ●0-2
YNC準決勝 第2戦 10月12日（日） 16:00 広島 日立柏
J1第28節 10月18日（土） 14:00 鹿島 カシマ
J1第29節 10月22日（水） 19:00 G大阪 日立柏
J1第30節 10月26日（日） 13:00 仙台 ユアスタ
J1第31節 11月2日（日） 16:00 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） 17:00 大宮 NACK
J1第33節 11月29日（土） 14:00 清水 日立柏
J1第34節 12月6日（土） 15:30 新潟 デンカS

●1-1
11PK12

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 
9 FW 工藤 壮人 NH
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 ドゥドゥ NH
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 
24 DF エドゥアルド NH
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 
29 MF 中山 雄太（2種） NH
31 GK 中村 航輔 NH
32 DF 中谷 進之介 NH
33 DF 輪湖 直樹
34 FW 大島 康樹（2種） NH
35 MF 手塚 康平（2種） NH
36 FW 会津 雄生（2種） NH
37 MF 山本 健司（2種） NH
※出場停止：エドゥアルド
※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



̶̶サンフレッチェ広島との連戦も3試合目を迎え
ました。同じ相手と3度戦う心境はいかがですか。
いつやってもやりづらい相手ですね。今回も先制
したら、2点目、3点目を取りに行くぐらいの圧力
をかけていかないと、相手に畳み掛けられてしま
うと思います。相手をしっかりとリスペクトしなが
らも、最終的には勝つというところにこだわって
やっていきたいです。
̶̶ここを突破すれば、2年連続決勝戦進出です。
ホームで第2戦を迎えられるのは心強いです。ホー
ムでは自信を持っていますし、サポーターととも
に決勝進出を決められる状況は良いモチベーショ

ンになります。第2戦もぜひ後押ししてもらいた
いです。でも結局は、決勝戦で勝たなければ意
味はないので、準決勝は通過点に過ぎません。
もしかしたら相手にボールを持たれる展開になる
かもしれませんが、最終的には僕たちが勝つ。ま
ずは決勝の舞台に立つために、この準決勝で勝
たなければいけないと思っています。
̶̶9月以降、前線3選手の連携から得点に至る
ケースが増えました。以前とは何が変わってきた
のでしょうか。
前半戦はそれぞれのポジションに固執するあま
り、前線の連携がなかなか出せませんでしたが、

最近は、僕が起点となってパスを出す側として、（高
山）薫君やモンちゃん（レアンドロ）を生かしなが
ら、最後のフィニッシュの場面に関わっていく状
況を作れていると思います。個人的にも、最近は
点を取れる流れになってきていますし、お互いが
お互いのことを思ってプレーできています。どう
ボールをはたいて、どうゴール前に入っていくの
か。3人とも整理できていますね。
̶̶鈴木大輔選手が準決勝第1戦の前に、日本
代表の追加招集を受けました。リーグの試合が
終わった後に何か話はされましたか。
大輔は、去年決勝の舞台に立てなかったので、
決勝に連れて行ってほしいと言っていました。そ
の大輔の気持ちは僕自身も力に変えて、彼を連れ
ていってあげたいと思いますし、僕も天皇杯で経
験がありますが、決勝戦のあの素晴らしい舞台に
立てないのは相当な悔しさがあるんです。しっか
り勝って、大輔に良い報告ができるようにしたい
ですね。
̶̶ここ数年、レイソルは毎年タイトルを取り続
けています。連続してタイトルを取ることには、
どのような意義がありますか。
僕は常々言っているんですが、レイソルは毎年何
かしらのタイトルを取らなければいけないチーム
になってきているので、それをここで途絶えさせ
るわけにはいきません。タイトルを取ることで選
手1人1人が成長できていますし、そのおかげで
勝利やタイトルへの欲求もより強まっています。
レイソルが強く、魅力のあるチームだと知らしめ
るためにも、是が非でもタイトルを取らないとい
けないと思っています。

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。

F O C U S�):

工藤壮人

★★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
鳥よしのまかないカレー 2014 600円／特
製鶏チャーシュー、味玉の冷やし鶏しおラー
メン600円 など

❸ローソン
からあげクン250円／黄金チキン250円

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

❼ITSブラジリアンバーベキュー
アルカトラ（牛サーロイン串）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／ハヤシライス650
円／カキ氷200円 など

❾TOTO'S CAFE
ガパオごはん600円／ローストビーフライス
600円／チキントマト煮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／カツ丼（勝丼）750円／
キャンドルボーイ400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）
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。

新商品発売の
お知らせ

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

※記載されている金額は
消費税（8％）込みの
金額となります。

●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/

ニットマフラー
（ワイド） 
￥3,456

マジックグローブ
（フリー／
Jr.フリー）
各￥1,080

マジックグローブ
forスマホ
￥1,404

❸❻15ローソン
からあげクンレギュラー 250円
ローソンを代表するから
あげクンの中でも一番人
気なのがからあげクンレ
ギュラーです。
以前にレイソル限定パッ
ケージも有り、レイソル
ファンにもお馴染みの味
だと思います。
からあげクンレギュラーで
日立台を黄色に染めろ！！



仲間のためにも

■アトラクションゲーム（シュートゲーム、ドリブルゲーム）
に参加いただいた方にヤマザキナビスコ（株）のお菓子を
プレゼント！
■アトラクションゲームにご参加いただいた小学生以下
のお子様の中から11名様に公式級『ブラズーカ』ミニ
ボールをプレゼント！
■アトラクションゲームにご参加いただいた全ての方の
中から抽選で1名様に当日のフェアプレーフラッグ（選手
サイン入り）をプレゼント！
◎実施場所：日立柏サッカー場奥野球場
◎実施時間：開場～15：00　※先着300名様まで
※当選者はハーフタイムに発表いたします。

『ナビスコキッズイレブン 柏レイソルと
いっしょにファイナルを目指そう！！』

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！
10/22（水）vsG大阪、11/2（日）vs徳島、11/29（土）vs清水

REYSOL Report

　先週のJ1第27節サンフレッチェ広島戦が終了した
直後、急遽鈴木大輔が日本代表の追加招集を受け
た。また、中村航輔と中谷進之介は、U-19日本代表と
して現在ミャンマーで開催されているAFC　U-19選
手権に出場中である。レイソルからの代表選出は非
常に喜ばしいことであると同時に、彼らも日の丸を背
負って戦う高いモチベーションを抱いているに違いな
い。鈴木は日本代表のレギュラーの座を獲得できるぐ
らいの大活躍を、そして中村と中谷はアジアの頂点を
極め、8年ぶりとなるU-20ワールドカップの出場権を
携えて合流できることを期待している。
　チームを離れている彼らは、代表の遠征先で今
回のヤマザキナビスコカップ準決勝第1戦の結果を
チェックしたはずだ。0-2で敗れ、アドバンテージを握
れなかったことを残念に思いながらも、代表の試合に
集中するために、信頼を置く仲間たちに全てを託すと
いう心境でいることだろう。
　多くの選手たちから話を聞くと、何かを懸けた試
合で一番もどかしいのは「試合に出場できないこ
と」と誰もが言う。試合に出られればプレーで貢献
できるが、外から見ているだけではどうすることもで
きない。代表で不在の上記3選手に加え、今回出場
停止のエドゥアルド、足首の負傷で戦線離脱中の狩
野健太を含めれば5人が、そんなもどかしさと葛藤を
抱いている。
　3年前、クラブワールドカップに出場した際、北嶋秀
朗（現ロアッソ熊本コーチ）が「ベンチの雰囲気を見
て、俺らの一体感はバルサに負けていない」と話して
いたように、レイソルが持つチームの一体感は、ネル

シーニョ監督が植え付けてくれた“Vitoriaのメンタ
リティー”と並ぶ最大のストロングポイントである。仲
間を尊重し、認め、その仲間ともに戦っていく。2012
年天皇杯優勝後には、大谷秀和も「誰一人欠けても、
このタイトル獲得はあり得なかった」と全選手で勝ち
取ったことを強調し、昨年のヤマザキナビスコカップ
で優勝が決まった直後のヒーローインタビューでは、
工藤壮人は「出場停止や怪我人、試合に出られな
かった人たちの気持ちを汲んで戦った。本当に優勝で
きてよかった」と自らのMVP獲得よりも、仲間の想い
を背負って優勝できたことを何よりも喜んだ。
　こうした一体感は、選手だけに限ったものではない
と思う。もちろん今後は、不出来なアウェイの成績を
改善していかなければならないが、日立台で圧倒的な
強さを誇る要因は、サポーターが作り上げるスタジア
ムの一体感が選手を力強く後押しするからだ。
　今回の準決勝第2戦は、最低でも2-0で90分を戦
い、延長またはPK戦勝利、または3点差以上をつけ
なければ決勝戦へは進めない。強敵のサンフレッ
チェ相手に容易ではないが、日立台ならば達成可能
だと見ている。
　選手は試合に出られない人の気持ちを汲んで第
2戦のピッチに立つ。サポーターも12番目の選手とし
て、鈴木、中村、中谷、狩野、エドゥアルド、彼ら5選手
の気持ちを背負い、“仲間のためにも”通常より割増
しの後押しで、日立台を燃え上がらせてほしい。

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。

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

いつだってどんな状況だって、想いはただ
ひとつ！決勝いくぜおりゃーー！！！

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

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
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
ディーバ
明治安田生命保険相互会社 柏支社

あおば歯科
アクタス（細田観光）
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・
  カナクラーヴォフットボール
  クラブ（女子U-15）
カレーの店 ボンベイ
北柏交通
木村ガラス
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）
新柏倉庫
スパークル企画
炭火串焼き　とり竹
炭火焼鳥　マルチョー
SEPT
創作料理　銀の趣
相鉄フレッサイン千葉柏

（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
パルシステム千葉
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

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。


