
守備の安定感が蘇れば
結果は必ず付いてくる！
　下平隆宏監督就任後、最初のホームゲームを
迎える。下平監督の初采配となったJ1リーグ1st
ステージ第3節のアルビレックス新潟戦、そして
23日に行われたヤマザキナビスコカップ開幕戦
のアビスパ福岡戦とも2-2の引き分けに終わり、
依然として今季のレイソルは未勝利が続いてい
る。
　迎えたヤマザキナビスコカップのグループス
テージ第2戦の相手はベガルタ仙台だ。彼らの
特長である堅守は、スタメン９選手を入れ替えて

臨んだ第1戦のアルビレックス戦も存分に発揮さ
れた。序盤に先制すると、アルビレックスの猛攻
をしのぎ切り1−0の勝利。「仙台は前線の外国
籍選手が速いけど、一番強いのはセットプレー」
（桐畑）という通り、DF渡部、DF平岡など空中
戦に強い選手が多く、アルビレックス戦の決勝
弾もセットプレーから生まれた。さらに今季の
公式戦の3勝は、すべて前半20分以内に決めた
ゴールを守り切った1−0の白星である。一方、レ
イソルが公式戦で許した10失点中5失点は前半

20分までに決められ、そのうち4失点はセットプ
レーによるものだ。仮にベガルタに先制を許せ
ば、これまで以上に難しい試合展開に陥ること
はデータが物語っている。
　先に失点をしないためにも「ポジショニングを
取り続ける。声を掛け続ける。そういうマメな作
業を全員が90分できるか」（大谷）。守備の安定
感が蘇れば、攻撃面は好調とあって必ず結果は
付いてくるだろう。今度こそ日立台で今季初白星
を勝ち取り、浮上のきっかけを掴む。
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ベガルタ仙台2016 J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP
Group Stage 2nd Sec
2016.03.27 SUN VS



［監督］ 渡邉 晋

1 GK 六反 勇治
3 DF 渡部 博文
4 DF 蜂須賀 孝治
5 DF 石川 直樹
6 MF キム ミンテ
7 MF 奥埜 博亮
8 MF 野沢 拓也
9 FW ウイルソン
10 MF 梁 勇基
11 FW 金園 英学
13 DF 平岡 康裕
14 MF 金久保 順
17 MF 富田 晋伍
18 MF 三田 啓貴
19 MF 杉浦 恭平
20 MF ハモン ロペス
21 GK 関 憲太郎
22 GK 石川 慧
23 DF 二見 宏志
24 MF 差波 優人
25 MF 菅井 直樹
26 MF 藤村 慶太
27 DF 大岩 一貴
28 MF 佐々木 匠
29 MF 水野 晃樹
30 FW 西村 拓真
31 MF 茂木 駿佑
32 DF 小島 雅也
33 DF 常田 克人
34 MF 椎橋 慧也
 GK 阿部 輝（第2種登録）
 DF 榎本 滉大（特別指定選手）
 GK 田中 勘太（第2種登録）
 GK 松浦 祥太郎（第2種登録）
※出場停止：なし

［監督］ 下平 隆宏

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 鎌田 次郎
3 DF パトリック
4 DF 中谷 進之介
5 DF 増嶋 竜也
6 DF 山中 亮輔
7 MF 大谷 秀和
8 MF 茨田 陽生
9 FW 田中 順也
10 FW 大津 祐樹
11 FW ディエゴ オリヴェイラ
13 DF エドゥアルド
14 FW 伊東 純也
15 MF 武富 孝介
16 GK 稲田 康志
17 MF 秋野 央樹
18 FW エデルソン
19 MF 中川 寛斗
20 MF ジュリアーノ ミネイロ
21 DF 湯澤 聖人
22 DF 輪湖 直樹
23 GK 中村 航輔
25 MF 小林 祐介
26 MF 太田 徹郎
27 DF 今井 智基
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中山 雄太
30 MF 手塚 康平
31 FW 大島 康樹
32 GK 滝本 晴彦
33 MF 安西 海斗
34 FW ドゥドゥ
※出場停止：なし

Staff
ヘッドコーチ／布部 陽功
コーチ／エジネウソン
GKコーチ／松本 拓也
フィジカルコーチ／ベルマール
フィジカルコーチ／松原 直哉

Staff
コーチ／福永 泰、小林 慶行
GKコーチ／石野 智顕
フィジカルコーチ／西形 浩和

　東日本大震災の影響で大会方式が変更され、ノックアウト方式となったヤマザ
キナビスコカップ1回戦第1戦。日立台にベガルタを迎えた。「我々は常にイニシア
チブを握っていた」とネルシーニョ監督が振り返ったとおり、主導権を握ったレイ
ソルはL・ドミンゲスと酒井の右サイド攻撃を中心に前半から攻勢に出る。だがベ
ガルタの堅守を崩し切れず、カウンター
からピンチを招く一進一退の攻防が続
いた。リーグ戦でも上位を争うチーム
同士の対戦らしく0−0の緊迫した展開
が続き、試合はスコアレスドローに終
わるかと思われた。しかし後半アディ
ショナルタイムに、セットプレーから途
中出場の中島に決勝弾を献上。0−1で
ホームでの第1戦を落とした。

2011年6月5日（日）／日立台
2011 ヤマザキナビスコカップ1回戦　柏［0-1］仙台プレイバック＠仙台戦

VS

予想スターティングメンバー

2016.03.27 SUN 日立柏サッカー場 15：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：松浦 敏夫

アセッサー：片山 義継
主審：廣瀬 格／副審：前之園 晴廣、林 可人／第4の審判：森川 浩次

KASHIWA REYSOL 2016 Game Schedule

※1：ACLによる　※2：（ACL決勝進出時）予備日11月22日（火） ※3：（ACL決
勝進出時）予備日11月30日（水）

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ ノックアウトステージ
◎準々決勝第1戦：8月31日（水）◎準々決勝第2戦：9月4日（日） ◎準決勝第1
戦：10月5日（水）◎準決勝第2戦：10月9日（日）◎決勝：10月15日（土）

◆チャンピオンシップ
◎1回戦：11月6日（日）◎準決勝：11月23日（水・祝）※2 ◎決勝第1戦：11月29日
（火）※3◎決勝第2戦：12月3日（土）

◆明治安田生命J1リーグ 1stステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月27日（土） 15:00 日立柏 浦和レッズ ●1-2
2 3月5日（土） 16:00 NACK 大宮アルディージャ ●0-2
3 3月12日（土） 18:30 日立柏 ジュビロ磐田 △ 2-2
4 3月19日（土） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 △ 2-2
5 4月2日（土） 15:00 ベアスタ サガン鳥栖
6 4月10日（日） 19:00 日立柏 FC東京
7 4月15日（金）※ 1 19:00 吹田S ガンバ大阪
8 4月24日（日） 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ
9 4月 30日（土） 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸

10 5月4日（水・祝） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府
11 5月8日（日） 13:00 日立柏 川崎フロンターレ
12 5月13日（金）※ 1 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島
13 5月21日（土） 15:00 日立柏 アビスパ福岡
14 5月29日（日） 13:00 日産ス 横浜F・マリノス
15 6月11日（土） － 日立柏 ベガルタ仙台
16 6月18日（土） － パロ瑞穂 名古屋グランパス
17 6月25日（土） － 日立柏 湘南ベルマーレ

◆Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 3月23日（水） 19:00 レベスタ アビスパ福岡 △ 2-2
2 3月27日（日） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台
3 4月6日（水） 19:30 ニッパ球 横浜 F・マリノス
4 4月20日（水） 19:00 日立柏 川崎フロンターレ
5 5月18日（水） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟
7 6月5日（日） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖

◆明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 7月2日（土） － 日立柏 アルビレックス新潟
2 7月9日（土） － 埼玉 浦和レッズ
3 7月13日（水） － 日立柏 サンフレッチェ広島
4 7月17日（日） － 味スタ FC東京
5 7月23日（土） － 日立柏 ガンバ大阪
6 7月30日（土） － ヤマハ ジュビロ磐田
7 8月6日（土） － 日立柏 横浜F・マリノス
8 8月13日（土） － ユアスタ ベガルタ仙台
9 8月20日（土） － 日立柏 名古屋グランパス

10 8月27日（土） － 等々力 川崎フロンターレ
11 9月10日（土） － 日立柏 鹿島アントラーズ
12 9月17日（土） － 神戸ユ ヴィッセル神戸
13 9月25日（日） － 日立柏 ヴァンフォーレ甲府
14 10月1日（土） － BMWス 湘南ベルマーレ
15 10月22日（土） － 日立柏 サガン鳥栖
16 10月29日（土） － 日立柏 大宮アルディージャ
17 11月3日（木・祝） － レベスタ アビスパ福岡

2016 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ グループステージ 第2節

柏レイソル  ベガルタ仙台

2016Jリーグヤマザキナビスコカップ
レギュレーション

［予選リーグ］
ACLに出場する4チーム（浦和、FC東京、G
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）
鹿島／大宮／湘南／甲府／磐田／名古屋／
神戸
●Bグループ（7チーム）
仙台／柏／川崎F／横浜FM／新潟／福岡／
鳥栖

［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、浦
和、FC東京、G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。



## ## ##
3月22日時点でのデータ
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57 (3) (18) 39
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54 (5) (18) 37
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掲載データのご利用は、マッチデープログラム等の許可された印刷物とクラブホームぺージのみとなります。

許可無くその他の用途（転載・販売等）に使用することを禁止します。

データのご利用についてご不明な点がございましたら、StatsStadium事務局までお問い合わせ下さい。

Stats Stadium 事務局　 Phone : 03-5431-3514 Fax : 03-5431-3554  Mail : info@stats-stadium.jp

1.8% 4.5% 6.3% 7.8% 5.7% 1.5%

得点パターン

3.8% 4.3% 7.5% 4.6%

3.8% 4.6% 6.2%

2.8% 0.9%

輪湖　直樹

増嶋　竜也

増嶋　竜也

ホットゾーン

大津　祐樹

2.1% 3.3% 6.8% 6.6% 4.5% 1.4%

田中　順也

秋野　央樹

エデルソン

中谷　進之介

増嶋　竜也

増嶋　竜也

中谷　進之介

エデルソン

2

1

1

大津　祐樹

田中　順也

4.7% 2.9%

梁　勇基

1.5%

3.9%2.1%0.5% 5.8%4.0%6.3%

2.9% 6.1% 4.2% 6.7%1.0% 1.0%

2

梁　勇基 奥埜　博亮

三田　啓貴 渡部　博文

14.5
412.3

1.5%3.7%6.7%7.7%5.5%2.8%

2.6% 4.5% 7.3% 7.4% 3.8% 2.2%

1

1

平岡　康裕

石川　直樹

アシスト

Vegalta Sendai
VS

レーダーチャート

0

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

4

2

梁　勇基 渡部　博文

※試合平均値。（）内はリーグ順位

仙台のパターン別得点
0
0
1
0
2

0
0

柏のパターン別得点

パス

インターセプト

クリア

9.3

柏レイソル
Kashiwa Reysol

1.0
33.8
26.0
6.8

チームスタッツ

10.8

3月27日　日立柏サッカー場

シュート

タックル

1.3 1.0
16.3
16.3
539.0
3.3
23.5
30.0

ゴール

ドリブル

クロス

ベガルタ仙台

大谷　秀和

山中　亮輔

0
1
0
3

1
0

武富　孝介

ゴール

0
0
0

0
1
0

MATCH ANALYSIS

ランキング

梁　勇基

三田　啓貴 金久保　順

ハモン　ロペス

ゴール アシスト

渡部　博文 ウイルソン

金久保　順 梁　勇基

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

2

2

インターセプト 

パス 

クロス 

ドリブル 

ゴール 

クリア 

タックル 

シュート 

0 1 2 3 4 5 6 

仙台 

柏 

インターセプト 

パス 

クロス 

ドリブル 

ゴール 

クリア 

タックル 

シュート 

柏レイソル VS ベガルタ仙台
3月22日時点でのデータ

提供：データスタジアム



桐畑和繁
——下平監督が就任して、どのような部分に変
化が見られていますか？
「シモさん（下平監督）は選手と頻繁にコミュニ
ケーションを取ってくれますし、サッカーでもこ
れまでの良い部分を引き継ぎながら、良い意味
で現実的な部分を取り入れています。選手を尊
重してくれるので、選手もピッチ内で『やりきろ
う』という考えになりますし、シンプルなので混
乱もないです。攻撃に関しても後ろからつなぐこ
とを理想としていて、去年のベースがあったか
らスムーズに取り組めている部分はありますが、
去年ならクロスを入れずに後ろに戻すこともあり
ました。でも守る側としてはクロスを上げられる
ことも嫌ですよね。今年はしっかりビルドアップ
して、崩して、相手をスライドさせてクロスを入
れるから、アルビレックス戦もアビスパ戦もクロ
スから点が取れています。シモさんが監督になっ
て日は浅いですが、去年1年タツさん（吉田達
磨監督）の下でやってきたことをみんなが忘れて
いなかったから、すんなり入れていると思います」
——アビスパ戦の後半は、早くも下平監督の色
が表れていました。
「そうですね。輪湖のゴールはラッキーなところ
もありましたが、あそこもみんながクロスに対し
てゴール前に入るという意識があるからああいう
ゴールが生まれるし、同点ゴールも中盤の3人
が動いてパスを回して、相手も中央に寄るからサ
イドで（伊東）純也のスピードを生かせました」
——現時点での課題は守備面です。
「前半に失点しないようにできれば状況は変わっ
てくると思うんです。チームとしては良いリズム
の時間を増やそうと思っているし、できなかっ

た場面は質を上げる。そのできなかった場面が
前半に多く表れてしまうのが今の課題ですが、
後半のサッカーを早い時間帯から相手に見せら
れれば『強いレイソル』になれると思うんです。
でもこのままでは勝てないし、まずはピッチ上
では喋ること。当たり前だけど、みんなが声を
出して、鼓舞していく。『誰かがやってくれる』と
思ってしまったら、責任感のないプレーが出てし
まいます。そういう部分が今の自分たちの課題
だと思います。Jリーグは相手との力の差がなく、
隙を突いてくる戦いだから、責任感のないプレー
をしたらやられるし、そうならないためにも全員
が声を出して喋ることが大事です。試合中はそ
の声が届かないかもしれないけど、自分が責任
感を持ったプレーをやった上で声を出していく。
それでこそ苦しい時の一歩が出るし、去年僕が
出た時の3連勝はそういう試合でした」
——今節はベガルタ仙台を迎えますが、どのよ
うな印象ですか？
「僕はあまり試合には出ていないですけど、その
中でもベガルタと試合をしているイメージがあり
ます。去年も一昨年もユアスタで勝った試合に
は出ているんです。仲の良い人が多くて、ナベ（渡
部）、石川くん、水野くん、菅井さん、関くん、
金久保、これだけ顔と名前の一致する対戦相手
はいないです。ベガルタは前線の外国籍選手が
速いけど、一番強いのはセットプレー。そこに
今うちが取り組んでいるセットプレーの守備で、
練習の中では自信を持ってやれていることを全
員が試合の中でやれるようにすれば絶対に勝て
ると思います。ベガルタはこの前のアルビレック
ス戦、立ち上がりにセットプレーで点を取って勝

ち切りましたから守り切る力がある。今年のレ
イソルの課題は先に失点をしてしまうところ。ア
ルディージャ戦にしろ、この間のアビスパ戦にし
ろ、守られたらこじ開けるのは普通よりエネル
ギーが必要ですし、相手はカウンター狙いにな
る。いかに最初に点を取らせないか。うちがパ
スを回して焦らしながらやれればチャンスはある
から、最初の1点がすごく大事になると思います」
——今年はキャンプから桐畑選手の好調が見て
とれました。自身の今季の取り組みについては
どういう印象ですか？
「身体はすごく動いていましたけど、キャンプか
ら主力とサブを完全に分けていたので、少しモ
チベーションの維持が難しかったです。だから
とにかくコンディションを下げず、怪我をしない
ようにやっていました」
——下平監督は全選手が同じメニューをこなし
ています。そこも大きな変化なのでは？
「みんなに平等にチャンスがあるという雰囲気が
あります。だからチャンスを貰ったナビスコカッ
プの試合はすごく大事ですね。ここで良くなかっ
たら次に使われないのは当然だし、良ければ次
のリーグ戦のサガン戦に向けてのアピールにな
る。強いチームはこうやって競争し合う環境に
あるのがベストだから、チームの雰囲気は本当
に良い状態にあると思います。だから僕たちは
変わったというところを見せるためにも、このベ
ガルタ戦は勝たなければいけないんです」

Kazushige 
KIRIHATA1GK



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。

ウィンドパーカー
（ベーシック）
¥8,208 
サイズ：
S、M、L、LL

エナメルバッグ（L）
¥6,264 
サイズ：
約H300×W400
×D190mm

ミルキーマグ
¥864 
サイズ：
約Φ82×H92mm

リフレクターパス
ケース
¥1,296 
サイズ：
約73×105mm

★会場内グッズ売店、オンラインショップ、各オフィシャルショップにてお買い求め頂けます。
※店舗によって在庫状況が異なります。品切れの際はご容赦下さい。

★柏レイソル公式オンラインショップURL

http://www.reysol-online.jp/

※記載されている金額は消費税（8％）込みの金額となります。

❶鳥よし（カレー、唐揚げ など）
❷ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❸ブラウンシュガー（牛タン丼弁当、焼きそば など）
❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド、チュロス など）
❺ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
❻Labo Café × E･S･A（ぷるたま丼、クラムチャウダー など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（ペアリブ、必勝タンタン麺 など）
❽ボンベイ×日立台カリーぶ with Dudes（ジャンバラヤ・タコス など）
❾エフェケバブ（ドネルケバブ、もちもちポテト など）
❿海賊船（たこ焼き、勝ち盛りトンテキ丼）
⓫ブラウンシュガー（牛タン丼、ステーキプレート）
⓬日京クリエイト（油そば、牛カルビ丼 など）
⓭侍（かしわのからあげ、特製もつ煮込み など）
⓮ローソン（おにぎり、からあげ君 など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種）
⓰D&C（十勝豚焼丼、横手やきそば など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾
10
11
12
13

1415

16

❺

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 TR - 10:00 -
U18B TR - 10:00 -
U15 遠征 スペイン遠征 - -
U14 TR - 10:00 -
U13 遠征 山梨遠征 - -
U12 ダノンカップ - - 駒沢公園
U11 - - - -
U10 - - - -

◉3月27日（日）

新商品情報！「ウィンドパーカー」
 「エナメルバッグ」などが新発売！

◉高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 プレミアリーグ EAST 試合日程
節 日付 時間 対戦カード 場所
1 4月10日（日） 15:30 柏レイソルU-18 vs 横浜F･マリノスユース 味の素スタジアム 西競技場
2 4月17日（日） 11:00 鹿島アントラーズユース vs 柏レイソルU-18 県立カシマサッカースタジアム
3 4月24日（日） 11:00 柏レイソルU-18 vs 青森山田高校 日立柏サッカー場
4 5月1日（日） 15:00 柏レイソルU-18 vs FC東京U-18 日立柏サッカー場
5 5月8日（日） 11:00 市立船橋高校 vs 柏レイソルU-18 船橋市法典公園（グラスポ）球技場
6 6月25日（土） 11:00 アルビレックス新潟U-18 vs 柏レイソルU-18 デンカスワンフィールド
7 7月3日（日） 16:00 柏レイソルU-18 vs 清水エスパルスユース 日立柏サッカー場
8 7月10日（日） 11:00 流通経済大学付属柏高校 vs 柏レイソルU-18 柏の葉公園総合競技場
9 7月17日（日） 16:00 柏レイソルU-18 vs 大宮アルディージャユース 日立柏サッカー場
10 8月28日（日） 15:00 横浜F･マリノスユース vs 柏レイソルU-18 日産フィールド小机

桜の季節とともに、
来ましたよ！
ナビスコですよー！
桜に負けてはいられません。
咲きましょう、
進みましょう。
勝つよレイソル！



下平隆宏監督が就任して2試合をこなし
た。準備期間がなく、チーム作りに関し

ては非常に難しい状況にあるが、U-18時代
に下平監督の指導を受けた中山雄太が「シ
モさん（下平監督）のサッカーは徐々に浸透
してきています」と話すように、すでに“下平カ
ラー”はピッチ上で表現され始めている。
　下平監督のサッカーとは、監督自身が6
シーズンに渡りU-18の監督を務めている時に
見せた「ボールを大事にして攻撃的なサッカー
をする」というレイソルの哲学に沿ったもので
ある。ただし、単に哲学だけを追求するのでは
なく、現実を見据えて結果につなげる手腕は、
U-18監督時代から随所に発揮していた。
　ユース年代ではどのような対戦相手でもポ
ゼッションでは上回るレイソルU-18だが、そ
れゆえチームにはカウンターの意識が若干希
薄だった点も見受けられた。そこを改善する
ために、あえて引き気味の陣形を取らせて相
手を前におびき出しておき、その背後のスペー
スをカウンターで突くことで、チームに素早く
縦に攻める意識を植え付けようとした。ボー
ルに対するアプローチも下平監督の現役時
代さながらに強度の高いプレーを選手に要
求し、「レイソルのサッカー」の中に監督のカ
ラーを注入していった。

　その結果、多くの選手をトップチームに輩
出しただけでなく、2012年日本クラブユース
選手権優勝、2014年高円宮杯プレミアリー
グEAST優勝と、国内ユース年代の主要タイ
トルの獲得に至った。
　今回のトップチームの監督就任にあたり、
下平監督は「ボールを大事にするスタイルと、
メンデス監督が見せたアグレッシブなサッ
カーを融合させていきたい」と明言している。
U-18監督時代に下平監督が見せた手腕を
考えれば、おそらくメンデス監督のサッカー
を見ていなかったとしても、レイソルの哲学に
沿ったスタイルの中に、攻守両面のアグレッ
シブさや、結果を求めるリアリズムは追求して
いったことだろう。
　初采配となったアルビレックス新潟戦の
後半での、試合の流れを変えたあのシステム
チェンジ。攻撃の局面でアンカーの秋野央樹
がディフェンスラインに降り、3バックになって
両サイドバックを高い位置まで押し上げる策
は、U-18でも見せた下平監督の引き出しのひ
とつだ。
　また、先日のアビスパ福岡戦でも下平カ
ラーは顕著に表れており、大谷秀和、茨田陽
生、小林祐介の中盤3人が機に応じてポジ
ションを入れ替えながらパスを回し、相手の

プレスを食いつかせた後に、オープンになっ
たサイドへ展開して効果的に攻撃を仕掛けて
いった。さらに右サイドで1対1の局面が増え
たと見るや、直ちに伊東純也を投入してサイド
の制圧に掛かる。
　アルビレックス戦もアビスパ戦も、実際に
下平監督が試合中に手を施した箇所から
ゴールが生まれた。見ている側としても攻撃
の迫力に欠けた昨季とは、だいぶ違った印象
を持ったのではないだろうか。
　ピッチ外においても選手を尊重し、対話を
大切にする。毎日練習終了後は、必ずと言っ
ていいほど、選手と戦術確認をしている姿が
見受けられる。この2試合はいずれも引き分
けに終わっているがチームの雰囲気は非常に
良く、戦術面に関しても下平監督に替わってか
ら「クリアになった部分が多い」と選手たちは
口を揃えている。ポジティブな面は多い。
　限られた時間の中で早くも形になろうとして
いる下平監督のスタイルと、その手腕を見る
と、弥

いや

が上にも今後への可能性を感じる。だ
からこそ、下平レイソルの上昇の足掛かりとな
る1勝が欲しい。

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。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！

 4/10（日）vsFC東京戦、4/30（土）vs神戸戦　チケット発売中！
 4/20（水） ヤマザキナビスコカップ vs川崎フロンターレ戦　チケット発売中！

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
常陽商事
田中動物病院
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

モン・シェフ
助川工務店
なつの製作所
柏市まちづくり公社
アクタス（細田観光）
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
風早レクトFC
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AA.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
京葉ガス

Grace act
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（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
（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
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
ヒガキオートサービス
日立メディコ柏事業場
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
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。

下平レイソル、始動


