
選手層が試される一戦
再び上昇気流を掴む勝利を！
　ゴールデンウィークのスタートから今回の試
合まで22日間で6試合。その間は最大で中4日の
インターバルしか与えられなかった。この連戦
最後の試合は、ヤマザキナビスコカップのアルビ
レックス新潟戦から中2日という最も厳しい日程
で行われる。しかも代表招集や怪我人が出始め
ている中では、特にレイソルの選手層が試され
ることになるだろう。
　5年ぶりにJ1へ返り咲いたアビスパ福岡は、現
在17位と降格圏に沈んではいるものの、直近の

リーグ戦4試合で2勝と明らかに調子は上向きに
ある。すでにレイソルはヤマザキナビスコカップ
の開幕戦でアビスパと対戦し、カウンターとセッ
トプレーに苦しめられた。5バックと4バックを
対戦相手に応じて切り替え、今回も前回対戦同
様、堅い守備シフトを敷いて鋭いカウンターを仕
掛けてくると予想される。「相手のクリアが思い
がけない形でチャンスになるので、ウェリントン
を潰すことが大事」と鎌田はアビスパのストライ
カーを警戒。18日のアルビレックス戦では、レイ

ソルは引いた相手の守備を攻略しきれず、ミスと
守備の連携の乱れから失点を許して星を落とし
たとあって、直近の試合で浮かび上がった攻守
両面の課題を修正することがアビスパ戦の鍵に
なりそうだ。
　8日の川崎フロンターレ戦、先日のアルビレッ
クス戦と、レイソルはホームで連敗中である。こ
こ日立台で3連敗は許されない。再び上昇気流に
乗り、上位陣に食らいつくためにも勝利こそが絶
対条件となる。

野田ホームタウンデー
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アビスパ福岡2016 MEIJI YASUDA J1 League
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［監督］ 井原 正巳

1 GK 神山 竜一
2 DF 濱田 水輝 
3 DF 阿部 巧
5 DF 實藤 友紀 
6 MF ダニルソン 
7 FW 金森 健志
8 MF 中原 秀人 
9 FW 中原 貴之
10 FW 城後 寿
11 FW 坂田 大輔 
13 MF 為田 大貴 
14 FW 平井 将生
15 MF 末吉 隼也 
16 DF 三島 勇太
17 FW ウェリントン 
18 DF 亀川 諒史 
19 DF 堤 俊輔 
20 DF キム ヒョヌン
21 DF 冨安 健洋
22 DF 中村 北斗
23 GK イ ボムヨン
25 GK 兼田 亜季重
26 MF 田村 友
27 FW 邦本 宜裕
29 MF 古部 健太
30 DF 下坂 晃城
33 MF 鈴木 惇 
35 GK 佐藤 幹太（2種）  
※出場停止：なし

［監督］ 下平 隆宏

1 GK 桐畑 和繁
2 DF 鎌田 次郎
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 
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
35 DF 古賀 太陽（2種）
※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／松原 直哉
フィジカルコーディネーター／ベルマール

Staff
コーチ／池田 太、武藤 覚、
　　　　竹原 靖和
GKコーチ／石川 研
フィジカルコーチ／フラビオ

　開幕から連勝中の好調アビスパをホームに迎えた。レイソルはフランサの欠
場によってシステムが4−2−3−1に変わり、トップ下にはL・ドミンゲスが入った。
しかし思うように攻撃のリズムが上がらず、後半にネルシーニョ監督はシステムを
4−4−2に変えたが、それも流れを変えるきっかけにはならなかった。76分、北
嶋に代わって工藤が投入される。工藤
は前線からのチェイシングでチームに
活気をもたらすと、81分には相手DFの
パスミスを狙って前線へ飛び出し、GK
との1対1を制して冷静にゴールへ流し
込んだ。工藤のプロ入り初ゴールが決
勝点となり、この勝利をきっかけに勢
いに乗ったレイソルは、ここからJ2を
独走していくことになる。

2010年3月21日（日）／日立台
2010 J2 第3節　柏［1-0］福岡プレイバック＠福岡戦

J.League Division 1 / 1st Stage 順位表

2016年5月14日（第12節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 川崎 27 12 8 3 1 13

2 浦和 26 11 8 2 1 12

3 鹿島 24 12 7 3 2 9

4 大宮 21 12 6 3 3 1

5 柏 19 12 5 4 3 3

6 広島 18 11 5 3 3 7

7 神戸 17 11 5 2 4 2

8 大阪 16 11 5 1 5 1

9 磐田 16 12 4 4 4 -5

10 横浜FM 15 12 4 3 5 1

11 名古屋 14 11 4 2 5 -2

12 FC東京 14 11 4 2 5 -3

13 甲府 12 12 2 6 4 -4

14 仙台 11 12 3 2 7 -8

15 新潟 10 12 2 4 6 -6

16 鳥栖 9 11 2 3 6 -5

17 福岡 9 11 2 3 6 -6

18 湘南 8 12 2 2 8 -10

VS

予想スターティングメンバー

2016.05.21 SAT 日立柏サッカー場 15：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：玉井 朗

アセッサー：松村 和彦
主審：池内 明彦／副審：前之園 晴廣、竹田 和雄／第4の審判：宮島 一代

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 △ 1-1
6 4月10日（日） 19:00 日立柏 FC東京 ○1-0
7 4月15日（金）※ 1 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
8 4月24日（日） 16:00 カシマ 鹿島アントラーズ ○2-0
9 4月30日（土） 15:00 日立柏 ヴィッセル神戸 ○2-0

10 5月4日（水・祝） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 ○2-0
11 5月8日（日） 13:00 日立柏 川崎フロンターレ ●1-3
12 5月13日（金）※ 1 19:30 Eスタ サンフレッチェ広島 △ 0-0
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） 19:00 日立柏 ベガルタ仙台
16 6月18日（土） 19:00 パロ瑞穂 名古屋グランパス
17 6月25日（土） 19:00 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 ●0-1
3 4月6日（水） 19:30 ニッパ球 横浜 F・マリノス ○3-1
4 4月20日（水） 19:00 日立柏 川崎フロンターレ ○2-1
5 5月18日（水） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 ●1-2
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） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟
2 7月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ
3 7月13日（水） 19:00 日立柏 サンフレッチェ広島
4 7月17日（日） 19:00 味スタ FC東京
5 7月23日（土） 19:00 日立柏 ガンバ大阪
6 7月30日（土） 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田
7 8月6日（土） 19:00 日立柏 横浜F・マリノス
8 8月13日（土） 19:00 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 明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第13節

柏レイソル  アビスパ福岡



5月16日時点でのデータ
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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　

0
1
0

MATCH ANALYSIS

ランキング

末吉　隼也

金森　健志 金森　健志

ゴール アシスト

ウェリントン 末吉　隼也

城後　寿 為田　大貴

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

ディエゴ　オリヴェイラ

山中　亮輔

1
3
1
5

2
1

武富　孝介

ゴール

0
1
0

柏レイソル
Kashiwa Reysol

2.7
25.8
24.9
7.5

チームスタッツ

8.8

5月21日　日立柏サッカー場

シュート

タックル

1.3 0.6
14.9
13.2

537.7
3.3

28.8
26.0

ゴール

ドリブル

クロス

アビスパ福岡
Avispa Fukuoka

レーダーチャート

1

セットプレー（出し手→相手ペナルティエリアでの受け手）

末吉　隼也 ウェリントン

※試合平均値。（）内はリーグ順位

福岡のパターン別得点
0
0
4
0
1

0
1

柏のパターン別得点

パス

インターセプト

クリア

10.5
12.3

356.4

2.0%5.2%6.7%7.1%5.1%1.2%

0.9% 4.1% 5.1% 5.3% 4.8% 2.1%

ウェリントン

キム　ヒョヌン

田中　順也

大津　祐樹

アシスト

5.1% 2.7%

亀川　諒史

1.0%

4.6%3.4%1.2% 6.3%5.3%5.5%

4.1% 6.0% 5.7% 4.8%1.0% 2.3%

中村　北斗 ウェリントン

實藤　友紀 ウェリントン

4.0% 7.1% 6.4% 3.5% 1.1%

田中　順也

伊東　純也

大谷　秀和

田中　順也

増嶋　竜也

中谷　進之介

増嶋　竜也

山中　亮輔

中谷　進之介

エデルソン

茨田　陽生

1.6% 4.1% 6.2% 6.8% 4.8% 1.4%

得点パターン

3.9% 5.3% 8.0% 5.3%

3.8% 5.2% 7.8%

2.3% 0.8%

輪湖　直樹

山中　亮輔

田中　順也

ホットゾーン

伊東　純也

1.8%

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 5 10 15 20 

福岡 

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 アビスパ福岡
5月16日時点でのデータ

提供：データスタジアム



鎌田次郎
——鎌田選手はシーズン始動当初、「チャレンジ
のシーズン」と話されていましたが開幕から3ヶ
月が経ち、ここまでの自身のチャレンジをどう捉
えていますか？
「メンデス監督の時も、シモさん（下平監督）に
替わってからも、最初はなかなか試合に絡めな
かったんですが、徐々にチームの戦い方を把握
しだしてからは試合にも使ってもらえるようにな
りました。チーム全体の流れ、戦術を理解して
からは、余裕を持ってプレーができるようになっ
たと思います。シン（中谷）や（中山）雄太の動き
を見て『シモさんが言っているのはああいうこと
なのか』と学ぶことが多いです。ディフェンダー
なので守備力も大事ですが、それと同じぐらい
ボールを持つことにはこだわりを持っているの
で、そういうのが徐々に理解でき始めています」
——ナビスコカップの川崎フロンターレ戦の決
勝点は、鎌田選手の縦パスが起点になりました。
あのパスは鎌田選手の“つなぐ意識”が出た場
面ですか？
「そうかもしれないです。1−1の状況でしたし、
（田中）順也が見えたので速いパスをつけようと
いうことを考えました。蹴るよりもつなごうとい
う意識が出たのかもしれませんね」
——右SBで出場する機会も増えています。
「でもユザ（湯澤）や（伊東）純也のように上がら
ないですから（笑）。イメージとしては3バックの
右なので守備に専念できました。でもそういう
起用の仕方をしてくれたのもシモさんが初めてな
ので、それは新しい発見でもありました」
——鹿島アントラーズ戦ではカイオ選手、ヴィッ
セル神戸戦では渡邉千真選手、ヴァンフォーレ

甲府戦ではクリスティアーノ選手と、あの3試合
は相手の左サイドに攻撃のキーマンがいました。
彼らに対し、下平監督から明確な指示はあった
のですか？
「ミーティングでも言われていました。『相手の
キーマンがいるから、そこを潰してくれ』と。大
変な仕事なんですけど、シモさんがそこに集中
できるように持って行ってくれたので、それが大
きかったです」
——では攻守において、徐々に新しい部分を発
揮できているわけですね？
「でもまだまだだと思います。振り返りのビデオ
を見ても課題は常に見つかるので、チームとして
も個人としてももっと成長できると思っています」
——最終ラインで全体を見ている鎌田選手から
見て4月以降のチームの変化とは？
「シモさんが監督になって去年のサッカーに戻
り、そのスタイルがレイソルに合っていたという
こと。それに守備面はかなり意識してトレーニ
ングに取り組んでいたので、自信を持ってプレー
できるようになったと思いますね。戦術が整理
されて、セットプレーでも迷いなく対応ができる
ようになっています。前からプレスを仕掛けて、
そこに連動していけるのが大きいです」
——今節はアビスパ福岡を迎えます。鎌田選手
は3月のナビスコカップのアビスパ戦も出場して
いました。あらためてあの試合を振り返っていた
だけますか？
「ナビスコカップではセットプレーとPKで失点し
て、後半に追いついた試合でしたね。でもあれ
は、手応えをつかんだ試合でもあるんです。失
点場面は良くなかったですけど、試合を通じて

ボールを支配できていましたし、切り替えがす
ごく早くて、後半は俺と雄太の仕事がほとんど
ないぐらいに前の選手が高い位置で取り返して
くれていました。今年初めて結果が出たのはF・
マリノス戦でしたけど、俺はあのアビスパ戦から
目指すべき戦い方が見えたのかなと思っていま
す」
——アビスパの印象は？
「システムが頻繁に変わるので、どういう形で来
るかわからないですけど、まずは守備から入る
チームで、前線ではウェリントンがターゲットに
なる。あそこで収められると押し込まれる時間
が増えてしまうという印象です」
——CBとしてはウェリントン選手をどう抑えるか
鍵になりそうですね。
「そうですね。パワーのある選手が前線にいる
と、相手のクリアが思いがけない形でチャンス
になるので、そこを潰すことが大事ですね。サ
ンフレッチェのウタカには何本か抜け出されて、
（中村）航輔に助けられた場面がありましたから、
ディフェンスとしてはその回数をできるだけゼロ
に近づけたいです」
——リーグ戦ではこの2試合の結果で上位から
は少し離されましたが？
「ACL出場が目標なので3位以内を目指してい
ますし、この先も何が起こるかわからないので
1つでも多く勝っておきたい。ここから食らいつ
いて、いつでも逆転できる位置にいることが大
事ですね。若いチームですし、上位争いやACL
出場によってまたチーム力が上がっていくと思う
ので、今のチャンスを生かしたいと思います」

      Jiro 
KAMATA2DF



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。

LOGOSストレッチレインジャケット
¥7,020　サイズ：S、M、L、LL

前 後

オリジナルアンブレラ
¥2,160

サイズ：全長約93cm
（骨の長さ：65cm）

★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。

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 OFF - - -
U18B TM vs習志野高校 9:30 習志野高校グラウンド
U15 関東リーグ vs大宮アルディージャ 14:00 柏
U14 メトロポリタン vs大宮アルディージャ 16:15 柏
U13 OFF - - -
U12 LEGA vs川崎フロンターレ 11:30 柏
U11 LEGA vs川崎フロンターレ 10:00 柏
U10 TM vs川崎フロンターレ 10:00 柏

◉5月22日（日）

対戦相手 日付 時間 会場

1回戦 グラシア相模原 　5月21日（土） 18:30 東京ガス武蔵野苑

ラウンド16進出の場合 湘南ベルマーレU-18 or
ジェフ千葉U-18 　5月28日（土） 16:00 日立柏総合グラウンド

準々決勝進出の場合 未定 　6月4日（土） 15:00 日立柏総合グラウンド

準決勝進出の場合 未定 　6月5日（日） 13:00 東京ガス武蔵野苑

決勝進出の場合 未定 　6月12日（日） 13:00 日立柏総合グラウンド

★第40回 日本クラブユース（U-18）サッカー選手権大会 関東2次予選

新商品情報！「ストレッチレインジャケット」
  「オリジナルアンブレラ」などが新発売！

なんだか毎日天気が良くて、
幸せな感じの5月。
今日はお天気よりも
爽快な勝利を
期待してますよ〜！
レイソルでもっと
ハッピーな週末を☆

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（レイソルカリー、レイソルサワーなど）
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









❺

プレーヤーズ
鈴根付
¥648
サイズ：
全長約
95mm スポーツタオル

¥2,160
サイズ：

約400×1,100mm



明日5月22日は『熊本地震復興支援マッ
チ』、J2リーグ第14節のロアッソ熊本

対水戸ホーリーホックの試合が日立台で開催
される。
　平成28年熊本地震の影響によってロアッ
ソのホームスタジアムであるうまかな・よかな
スタジアムでの開催が困難なため、日立台で
代替開催となった。
　熊本は震災後初めてとなるこのホームゲー
ムを「熊本地震復興支援マッチ」と位置づ
け、関東や関西など大都市圏での代替開催
をめざしていた。そのなかで、日立台が候補に
挙がり、５月２日にJリーグから正式に発表。
その後、両クラブ間で連携をとりながら、試
合開催の準備が進められてきた。
　レイソルの公式ホームページにロアッソの
清川浩行監督と藏川洋平のコメントが掲載
されているように、レイソルとロアッソはゆか
りのあるクラブ同士。例えば下平隆宏監督
の現役時代、レイソルのトップチームのコー
チを務めていたのが現在のロアッソの池谷友
良代表取締役社長であり、大谷秀和もユー
ス時代にトップチームに練習参加した際には
池谷氏の指導を受けていた。また、大谷がレ
ギュラークラスにまで台頭したプロ2年目の
2004年シーズンにレイソルの監督を務めて

いたのが池谷氏というつながりもある。さら
にレイソルのジュニアユースで大谷を指導し
たのが清川監督であり、下平監督の指導者と
してのキャリアは、清川監督の下でU-18コー
チ就任がスタートだった。
　またつい先日、FWアンデルソンは短い期
間ではあったが、ロアッソの活動再開までレイ
ソルの練習に参加しトレーニングに励んでい
た。通訳なしでコミュニケーションが取れる
ほど日本語が堪能で、レイソルの選手たちと
も交流を深めたようだった。
　藏川は2006年から2011年までの6シー
ズン、レイソルに在籍し多くのサポーターの
支持を得た選手である。2006年、J1昇格
争いが佳境を迎えた終盤のベガルタ仙台戦
での、試合終了間際の鮮やかな決勝弾や、
2010年J2優勝を決めた横浜FC戦のゴー
ルなど、数こそ多くはないが印象に残るゴー
ルが多かった。大谷が「クラさん（藏川）はメ
ダル持ってますからね（笑）」と言うように、
2011年のJ1優勝メンバーの1人でもある。
“永遠の若手”らしく、今年の8月で39歳に
なるというのにエネルギッシュなプレーと闘
争心は若手も顔負け。レイソルの公式ホーム
ページに掲載されている「ロアッソ熊本がJ1
の舞台に昇格して、日立柏サッカー場で柏レ

イソルと試合をしたい気持ちですが、それは
来シーズン以降の目標にします」という意欲
的なコメントには頭の下がる思いである。
　そしてホーリーホックには、同じく2011年
のJ1優勝メンバーの兵働昭弘や、柏アカデ
ミー出身で中谷進之介と同期の白井永地、中
山雄太、大島康樹、手塚康平と同期の麦倉
捺木も在籍しているため、彼らがどのようなプ
レーを見せてくれるのかも楽しみだ。
　レイソルの選手たちも今回の復興支援マッ
チにはかなり注目している。大谷は「試合を
観にいきたい」と言い、プロキャリア最初のク
ラブがロアッソで、レイソル移籍前の2年半を
熊本で過ごした稲田康志、2011年から２年
間ロアッソでプレーした武富孝介も古巣の試
合が日立台で見られることをとても喜んでい
る。
　異例となる2日連続のJリーグ開催。21日
にはレイソル対アビスパで黄色く染まるスタ
ンドが、翌22日には赤く染まる。お時間のあ
る方は、今回の日立台２連戦へ足を運んでみ
てはいかがだろうか。

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！

  6/11（土）vs仙台戦、6/25（土）vs湘南戦、7/2（土）vs新潟戦　会員先行発売中！
  5/22（日）10時から一般発売もスタート！

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
日立ヘルスケア・マニュファクチャリング
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。

柏から熊本へ


