
前節の課題を修正し
失った勝ち点を取り戻せ！
　2ndステージ開幕のアルビレックス新潟戦で
勝利を収め、幸先の良いスタートを切ったレイソ
ルだったが、前節の浦和レッズ戦は敵地で0−
2の敗戦を喫した。2ndステージのスタートダッ
シュを狙っていたレイソルとしては出鼻を挫かれ
た形となったものの、重要なのは前節の課題を
すぐさま修正し、次の試合で確実に勝利を挙げ
て失った勝点を取り戻すことにある。
　このタイミングで対戦するのが、昨年のJリー
グ王者サンフレッチェ広島である。前節は鹿島

アントラーズの前に2−4と星を落としたが、アン
トラーズに敗れるまでは1stステージから通じ
て6戦無敗と調子を上げてきており、直近7試合
の総得点が17と攻撃陣の好調が際立つ。アン
トラーズ戦でも2得点を挙げたリオ五輪に臨む
U-23日本代表のエースFW浅野拓磨をはじめ、
目下14得点でリーグ得点ランキングトップに立
つFWピーター・ウタカ、6得点のMF柴崎晃誠
と、今季のサンフレッチェは例年以上の破壊力
を有している。

　サンフレッチェはレイソルが前節敗れたレッズ
と共通した部分も多いため「レッズ戦の経験を
生かしたい。スムーズに試合に入れると思う」と
中谷進之介は難敵撃破をイメージ。また、昨年
のサンフレッチェ戦では一人で2試合合計4得点
を叩き出したクリスティアーノも「最低でも1点は
奪いたい」と相性の良さから自信を漲らせてい
る。好機を確実にモノにすることができれば、結
果は必ずついてくる。前節敗戦の流れを白星で
断ち切りたい。

我孫子ホームタウンデー

308
Vol.

サンフレッチェ広島2016 MEIJI YASUDA J1 League
2nd Stage 3rd Sec
2016.07.13 WED

VS



［監督］ 森保 一

1 GK 林 卓人
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 ピーター ウタカ
10 FW 浅野 拓磨
11 FW 佐藤 寿人
13 GK 増田 卓也
14 MF ミキッチ
16 MF 清水 航平
18 MF 柏 好文
19 DF 佐々木 翔
21 GK 廣永 遼太郎
22 FW 皆川 佑介
23 DF 吉野 恭平
24 MF 長沼 洋一
25 MF 茶島 雄介
26 DF 川﨑 裕大
27 MF キム ボムヨン
28 MF 丸谷 拓也
29 MF 森島 司
30 MF 柴﨑 晃誠
31 FW 宮吉 拓実
33 DF 塩谷 司
34 DF 高橋 壮也
35 DF 大谷 尚輝
37 MF 宮原 和也
 GK 大迫 敬介（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）
37 FW クリスティアーノ
※出場停止：なし
Staff
ヘッドコーチ／布部 陽功
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

　ACLと並行するタイトな日程の影響もあり、5月からリーグ戦では5試合勝ち星
のないレイソルは、ホームにサンフレッチェを迎えた。引いたサンフレッチェの守
備に苦しみながらも、28分にクリスティアーノのFKが決まって先制。だがペースを
握りかけた中で、ミスから35分、49分と立て続けの失点で逆転を許してしまう。1
点のビハインドを追いつくために大津、
武富を投入して攻撃シフトを敷き、86
分には鈴木の縦パスを大津がヒールで
落とし、走り込んだ大谷が決める鮮や
かな崩しで同点に追いついた。だが得
点直後に失点の多い課題をここでも露
呈し、88分にオウンゴールによって2−
3。見応えのある攻防だったが6試合ぶ
りの勝利はならなかった。

2015年6月7日（日）／日立柏
2015 J1 第15節　柏［2-3］広島プレイバック＠広島戦

J.League Division 1 / 2nd Stage 順位表

2016年7月9日（第2節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 川崎 6 2 2 0 0 6

 - 横浜FM 6 2 2 0 0 6

 3 大阪 6 2 2 0 0 4

 4 浦和 6 2 2 0 0 3

 5 神戸 4 2 1 1 0 3

 6 鳥栖 4 2 1 1 0 1

 7 大宮 4 2 1 1 0 1

 8 広島 3 2 1 0 1 1

 9 鹿島 3 2 1 0 1 0

 10 FC東京 3 2 1 0 1 0

11 柏 3 2 1 0 1 -1

12 湘南 3 2 1 0 1 -2

13 磐田 1 2 0 1 1 -3

14 新潟 0 2 0 0 2 -2

15 福岡 0 2 0 0 2 -4

16 甲府 0 2 0 0 2 -4

 - 名古屋 0 2 0 0 2 -4

18 仙台 0 2 0 0 2 -5

VS

予想スターティングメンバー

2016.07.13 WED 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：河本 弘

アセッサー：太田 潔
主審：木村 博之／副審：八木 あかね、西橋 勲／第4の審判：佐藤 貴之

KASHIWA REYSOL 2016 Game Schedule

※3回戦終了後、再度ドローを実施し、
ラウンド16（4回戦）以降の組み合わせを決定。

◆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） 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） 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 ○3-2
14 5月29日（日） 13:00 日産ス 横浜F・マリノス ●0-3
15 6月11日（土） 19:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-2
16 6月18日（土） 19:00 パロ瑞穂 名古屋グランパス △ 1-1
17 6月25日（土） 19:00 日立柏 湘南ベルマーレ △ 1-1

◆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 △ 1-1

◆天皇杯全日本サッカー選手権大会

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
2回戦 9月3日（土） － 日立柏 奈良県代表or京都府代表
3回戦 9月22日（木） － 日立柏 －

ラウンド16（4回戦）11月9日（水）、12日（土） － － －
準々決勝 12月24日（土） － － －
準決勝 12月29日（木） － － －
決勝 1月1日（日） － － －

◆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 ○1-0
2 7月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ ●0-2
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

柏レイソル  サンフレッチェ広島
2016 明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第3節

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



7月11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。
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柏レイソル VS サンフレッチェ広島
7月11日時点でのデータ

提供：データスタジアム



クリスティアーノ
——レイソルに復帰した今の心境を聞かせてく
ださい。
「我が家に戻ってきた感覚です。慣れ親しんだク
ラブでもありますし、そういう気持ちがあったか
ら柏に帰るという決断に至りました。アットホー
ムで居心地の良い場所です」
——昨年との違いや変化は感じていますか？
「昨年もチームの特徴としては非常に攻撃的だっ
たと思うんですが、今年はさらに攻撃的になっ
ていると思います。世界的なサッカーの流行を
見ても前線からのマークを求められている中で、
我々のチームもそこを導入してようとしています
し、それが下平監督のチームの特徴ですね」
——復帰初戦となったアルビレックス新潟戦は
スタメンで出場しました。チームへの適応に特
に問題はなかったですか？
「フィジカル的な要素では、その前の週までヴァ
ンフォーレでプレーしていましたし、適応という
部分においても選手は知っているメンバーばか
りで、それぞれの特徴は把握しています。監督
のプレースタイルも、先ほど攻撃的だと話したと
おり、自分の好きなスタイルだったので、適応
が難しいという印象はなかったです。サッカー
をやるうえで一番大切なのは、いかに自信を持っ
てグラウンドに立つかだと自分自身は自負してい
ますので、環境が変わってもそういうことは意
識しようという決意を持って、柏に戻ってきまし
た」
——ディエゴ・オリヴェイラ選手、伊東純也選
手は今季加入した選手です。攻撃の特徴は昨年
との違いを感じていると思いますが？
「ディエゴ、伊東ともお互いをよく理解できてい

ます。ディエゴは速さと強さを兼ね備えていま
すし、伊東もかなりのスピードを持つ選手です。
ご存じのとおり、僕自身の特徴としては強さと速
さがあるので、より味方の特徴を理解したうえ
でグラウンドの表現していくことが当面の目標で
すし、試合と練習を重ねるごとに、その特徴が
発揮され、うまく噛み合っていくようにやってい
ければと思います。アルビレックス戦の前半で、
僕のサイドチェンジから伊東がドリブルをして、
ペナルティエリア内で僕がパスを受けた場面が
ありましたが、これからはあのように縦に速い
攻撃が増えるのではないかと思っています」
——今節は昨年のJリーグ王者のサンフレッ
チェ広島を迎えます。クリスティアーノ選手は
ヴァンフォーレ甲府での最後の試合がサンフ
レッチェ戦でしたが、どのような印象でしたか？
「サンフレッチェと戦ううえでは、我々のスタイル
は相手を脅かすことができるでしょうね。僕が
ヴァンフォーレの最後のゲームはサンフレッチェ
に0−3で敗れてしまいましたが、ヴァンフォー
レは非常に守備的なチームです。それでも後半
には相手陣内に入りゴールを脅かす場面を何度
か作りました。レイソルはアグレッシブなチーム
ですから、サンフレッチェを相手にしても数多く
のチャンスが生まれると思っています」
——昨年のアウェイでの対戦では、クリスティ
アーノ選手はサンフレッチェ相手にハットトリッ
クを達成し、ホームの試合を含めるとサンフレッ
チェから1人で4ゴールを奪いました。
「アウェイの3−0のゲームは多くのチャンスを
作っていたので、もっと差をつけることができた
と思っています。相手がどこであっても、我々は

対戦相手を脅かすだけの力を持っているので、
うまくゲームを支配してリズムをコントロールで
きれば、間違いなくサンフレッチェ戦も勝利で
終えることができるはずです。個人的にはサン
フレッチェとは相性が良いので、今年も少なくと
も1ゴールは決められるようにしっかりやってい
きたいです」
——警戒しなければならないポイントは？
「ピーター・ウタカ選手は多くのゴールを決めて
いますし、彼自身も良いシーズンを送っているの
で相当自信を持っていることでしょう。彼を抑え
ることが重要ですが、逆にサンフレッチェの攻
撃を抑えられればレイソルの攻撃陣は必ずゴー
ルは取れると思います。自分が決めること以上
に、大切なのはチームが勝つことですので、しっ
かりと勝利で終えられるようにやっていきます」
——2ndステージに懸けるクリスティアーノ選手
の意気込みと目標を聞かせてください。
「僕は個人的に何ゴールを決めるという目標はな
く、全ての試合に絡んでいけるシーズンにしたい
と思っています。過去、累積で試合に出られな
いこともありましたので、まずは無駄にカードを
もらわず、コンスタントに出場することが目標で
す。チームとしてはACL出場が目標なので、そ
れに向けて精一杯やっていきます。去年の最後
の試合、天皇杯の浦和レッズ戦は敗れて涙を流
しましたが、今年は勝って、タイトルを取って、
嬉し涙を流してサポーターの皆さんと一緒に喜
びを分かち合いたいと思います」

CRISTIANO37FW



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。

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 TR - 10:00 -
U14 TM vs水戸ホーリーホック 16:00 柏
U13 TR - 10:00 -
U12 ナイキカップ - - ジャーニー土合
U11 TR - 10:00 -
U10 TR - 10:00 -

◉7月16日（土）

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A プレミアリーグ vs大宮アルディージャ 16:00 日立柏サッカー場
U18B 県リーグ vs敬愛学園 11:45 日体大柏高校グラウンド
U15 関東リーグ vs鹿島アントラーズ 17:00 柏
U14 TR - 14:00 -
U13 TR - 14:00 -
U12 ナイキカップ - - ジャーニー土合
U11 ブロック大会 - 9:00 柏
U10 TM vs市川真間 12:00 柏

◉7月17日（日）

なかなか波に
のりきれないときも、
集中すべきは
目の前の試合のみ。
水曜ナイトゲーム、
気合いを入れていきましょう！
自分たちを信じて戦うのだ！

マスコットキャップ
（子供用）
￥3,672LL

パイルリストバンド
￥540

フード付きタオル
￥3,132

★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。

好評発売中！
夏の観戦オススメグッズ

❶鳥よし（カレー、唐揚げ、ピリ辛胡麻ダレと特製とりそぼろの冷やしタンタン麺 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）※7/13は休業となります。

❻Labo Café × E･S･A（とりスタ丼、かき氷 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



前節の浦和レッズ戦、86分から中川寛斗
に代わって大島康樹がピッチへ送り込

まれた。大島にとっては、昨年のヤマザキナ
ビスコカップ準々決勝第1戦以来の公式戦
出場だ。
　今年の始動時、大島は強い決意を持って
2年目のシーズンを迎えていた。昨年のルー
キーイヤーは公式戦で3試合にしか出場でき
ず、FWとしてゴールを決められなかったこと
を猛省し、「今年は試合に出て、必ずゴール
を決める」と目標を口にした。
　大島はプロ2年目の自分の姿を、尊敬する
先輩・工藤壮人と重ね合わせていた。2010
年、当時プロ2年目だった工藤は、フランサ、
北嶋秀朗、田中順也、林陵平、澤昌克といっ
た豊富な攻撃陣の中で序列は高くはなく、紅
白戦や練習試合でメンバー外になるケースも
珍しくはなかった。しかし工藤はその序列を
自らのゴールで変えてみせる。J2第3節のア
ビスパ福岡戦、途中出場でピッチに立った工
藤は、相手のミスパスを奪い取り、決勝ゴー
ルを決めてチームに勝利をもたらした。この
ゴールで自身のポジションを手にすると同時
に、工藤はそのシーズンJ2で10ゴールを記
録。後に“レイソルのエース”の称号を手にす
る道筋を作り上げた。

　今年の指宿キャンプで、練習が終わって引
き上げる際に、大島は当時中学生で日立台の
スタンドから観戦していた5年前の記憶を鮮
明に語り、「工藤くんはワンチャンスを決めて
出場機会を増やしていきました。僕も試合に
出たら必ず結果を残したい」と話していた。指
宿キャンプのレッズとの練習試合では、槙野
智章のマークに苦しみながら、ドリブルで槙
野に勝負を仕掛け、鮮やかなシュートをニア
サイドに撃ち込んだ。決めた瞬間、まるで公
式戦でゴールを決めたかのような大きなガッ
ツポーズを見せた。彼にとっては練習試合で
はなく、生き残りを懸けた大事な試合だった
のだろう。
　だがキャンプが終わり、柏に戻ってきた最
初の練習中に左第5中足骨骨折のケガを負っ
てしまう。好調時にもかかわらず無念の戦線
離脱となった。本人もケガ直後は落ち込んだ
というが、増嶋竜也ら先輩たちが声をかけ、
「（筋トレをして）体を大きくするチャンスだ
ぞ」と言われたとおり、ケガの治療とリハビリと
並行して肉体改造に積極的に取り組んだ。
　その成果が復帰後のパフォーマンスに表
れた。キャンプ中のレッズ戦以降、初めての
練習試合となった東洋大学戦で1ゴールを
決めると、続く大宮アルディージャ戦、ブリオ

ベッカ浦安戦と、練習試合3試合連続ゴール
を記録。全体的なパフォーマンスに課題を残
したとしても「FWに一番大事なのはゴールと
いう結果」と言って必ずネットを揺らすことで
アピールを続けてきた。浦安戦はPKでの得
点ではあったが、自らの仕掛けからPKを奪っ
たこと、そしてエデルソンと田中が蹴ろうとして
近くに来たときに「僕が蹴る」と言って譲らな
かったことはストライカーとしても頼もしい。
　こうして大島は、自らの手で前節レッズ戦
の出場機会をつかみ取った。「何もできな
かった。短い時間でも結果を残さなければい
けなかった」とプレー自体には満足はしてい
ない様子だったが、今後も出場機会をつかむ
ために「引き続きアピールを続けていきます」
と意気込みを語った。
　プレースタイルは工藤同様に駆け引きがう
まく、動き出しとネットを揺らす感覚に長けた
正統派のストライカーで、現チームのFWには
いないタイプの選手である。大島はこれから
先もアピールを続け、自らのゴールでチームを
勝利へと導くためにも虎視眈 と々ゴールを狙
い続ける。

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。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！

 7/23（土）vsG大阪戦　チケット発売中！
 8/6（土）vs横浜戦、8/20（土）vs名古屋戦　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
ロイヤルガーデンパレス柏 日本閣
助川工務店
なつの製作所
柏市まちづくり公社
あおば歯科
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
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
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

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。

偉大な先輩の後を追う


