
相手の攻撃を封じれば
結果は自ずとついてくる！
　前節のジュビロ磐田戦は前半にセットプレー
から失点を喫しながらも、徐々にリズムをつか
み、先制された試合では初の逆転勝利を挙げて
3連勝を飾った。この好調の要因の一つは、下平
隆宏監督の下で積み上げてきたスタイルがピッ
チ上で具現化され、レイソルが主導権を握る時
間帯が増えてきたからである。
　ただ、一方で気がかりなのが6試合8失点の守
備面だ。特にガンバ大阪戦、ジュビロ戦と、レイ
ソルの失点につながったセットプレーは早急な

改善が必要とされる。しかも今節の相手は、前
回対戦でセットプレー3発に泣かされた横浜F・
マリノスが相手となる。F・マリノスは2ndステー
ジでは3勝3分と無敗。直近の3試合はサンフ
レッチェ広島（△2−2）、ジュビロ（△1−1）、名
古屋グランパス（△0−0）と連続ドローも、MF
齋藤学とMFマルティノスが両サイドで起点を作
り、2ndステージだけで3得点と調子を上げてき
たFWカイケがゴールを狙う形が確立されつつあ
る。そこに前節のグランパス戦を欠場したMF中

村俊輔が加われば、F・マリノスの攻撃力が増幅
するのは当然のことながら、中村の高精度の左
足から繰り出されるセットプレーには細心の注
意を払わなければならない。
　戦術の浸透とクリスティアーノの加入によって
レイソルの攻撃は飛躍的に破壊力を増した。だ
からこそ守備面が安定すれば勝率は極めて高く
なる。勝点3差で追う上位陣が星を落とさないの
であれば、2ndステージ優勝を狙うレイソルもま
た勝ち続けるしかない。

Aflac Day

310
Vol.

横浜F・マリノス2016 MEIJI YASUDA J1 League
2nd Stage 7th Sec
2016.08.06 SAT

VS



［監督］ エリク モンバエルツ［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
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

Staff
ヘッドコーチ／マルク レヴィ
コーチ／松原 英輝、小坂 雄樹、岡村 保志
GKコーチ／松永 成立
フィジカルコーチ／篠田 洋介

　GW真っ只中の連戦、そしてレイソルにとってはACLセントラルコースト戦を終
え、オーストラリアから戻って迎えた試合。だが選手たちは疲労の色を全く見せ
ず、立ち上がりから溌剌としたプレーを見せた。8分にJ・ワグネルの左足クロス
からクレオが先制点を決めると、F・マリノスも21分に同点に追いつくなど見ごた
えのある攻防が繰り広げられた。GK菅野が
負傷退場するアクシデントも、稲田が落ち着
いてカバー。ネルシーニョ監督をして「どちら
が勝ってもおかしくない内容」の激戦を制した
のはエースの一撃だった。60分、増嶋の縦パ
スをクレオが落とし、工藤の放った右足ミドル
シュートが鮮やかにネットに突き刺さる。自ら
の誕生日に花を添えたエースの決勝弾により
レイソルが2−1で接戦をモノにした。

2013年5月6日（月）／日立柏
2013 J1 第10節　柏［2-1］横浜FMプレイバック＠横浜FM戦

J.League Division 1 / 2nd Stage 順位表

2016年7月30日（第6節）現在

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

1 川崎 16 6 5 1 0 9

2 浦和 16 6 5 1 0 7

3 鳥栖 14 6 4 2 0 5

4 柏 13 6 4 1 1 2

5 横浜FM 12 6 3 3 0 7

6 G大阪 11 6 3 2 1 4

7 神戸 10 6 3 1 2 3

8 広島 8 6 2 2 2 2

9 鹿島 7 6 2 1 3 1

10 仙台 7 6 2 1 3 -4

11 大宮 6 6 1 3 2 -1

12 FC東京 6 6 2 0 4 -2

13 甲府 5 6 1 2 3 -4

13 福岡 5 6 1 2 3 -4

15 磐田 4 6 0 4 2 -4

16 新潟 3 6 1 0 5 -4

17 湘南 3 6 1 0 5 -8

18 名古屋 2 6 0 2 4 -9

VS

予想スターティングメンバー

2016.08.06 SAT 日立柏サッカー場 19：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：大野 辰巳

アセッサー：辺見 康裕
主審：福島 孝一郎／副審：数原 武志、馬場 規／第4の審判：柿沼 亨

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 △ 3-3
4 7月17日（日） 19:00 味スタ FC東京 ○1-0
5 7月23日（土） 19:00 日立柏 ガンバ大阪 ○3-2
6 7月30日（土） 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田 ○2-1
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） 19:00 日立柏 名古屋グランパス

10 8月27日（土） 19:00 等々力 川崎フロンターレ
11 9月10日（土） 19:00 日立柏 鹿島アントラーズ
12 9月17日（土） 19:00 神戸ユ ヴィッセル神戸
13 9月25日（日） 19:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府
14 10月1日（土） 19:00 BMWス 湘南ベルマーレ
15 10月22日（土） 14:00 日立柏 サガン鳥栖
16 10月29日（土） 14:00 日立柏 大宮アルディージャ
17 11月3日（木・祝）13:30 レベスタ アビスパ福岡

柏レイソル  横浜F・マリノス
2016 明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第7節

1 GK 榎本 哲也
2 DF パク ジョンス
4 DF 栗原 勇蔵
5 DF ファビオ
7 MF 兵藤 慎剛
8 MF 中町 公祐
9 FW カイケ 
10 MF 中村 俊輔
11 MF 齋藤 学 
13 DF 小林 祐三
14 FW 和田 昌士
15 DF 新井 一耀
16 FW 伊藤 翔
17 FW 富樫 敬真
18 MF 遠藤 渓太
19 FW 仲川 輝人
20 MF マルティノス 
21 GK 飯倉 大樹
22 DF 中澤 佑二
23 DF 下平 匠
24 DF 金井 貢史
25 MF 前田 直輝
26 MF 中島 賢星
28 MF 喜田 拓也
29 MF 天野 純
30 GK 田口 潤人
31 GK 高橋 拓也
40 DF 高野 遼
42 DF 常本 佳吾（2種）
43 MF 吉尾 海夏（2種）
44 MF 佐多 秀哉（2種）
45 MF 塚田 裕介（2種）
 GK 千田 奎斗（2種）
 GK 原田 岳（2種）  
※出場停止：なし



8月1日時点でのデータ
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8月1日時点でのデータ
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増嶋竜也
——現在３連勝中です。1stステージの5連勝と
比較して意味合いも違うかと思いますが、増嶋
選手はどう感じていますか？
「前回の連勝は自分たちが我慢して失点をゼロ
に抑えれば勝てるという感じでした。今回はや
ろうとしている形を出せて、点を取れる可能性
がある中での連勝です。今は攻撃力が上がった
ので、そういう違いはあると思いますね。あと、
前半戦は失点しないからバタつくことが少なく、
勢いで勝てていた部分もありましたけど、連勝
が終わった後からは失点をすると立て直すのに
時間がかかり、中には2点目、3点目を取られて
負けてしまう試合もありました。でも2ndステー
ジではタニくん（大谷秀和）がケガから戻り、ク
リさん（栗澤僚一）もスタメンで出ることによっ
て、失点をしても切り替えられるようになってき
たと思います」
——無失点で勝つに越したことはないと思いま
すが、ガンバ大阪戦の2−2からの勝ち越しや、
ジュビロ磐田戦の逆転勝利を経験することで、
失点をしても動じないメンタリティーは生まれて
いくものですか？
「生まれますね。今のチームには爆発的な攻撃
力を持った選手が前線に3人いますし、みんな
の中にもチャンスは絶対に作れるという自信があ
ります。先に1点を取られても、まず同点に追い
つけば、逆転まで持っていけるという雰囲気は
みんなが持ち始めていると思いますね。若い選
手と話していても、そういう雰囲気は感じられま
す。でも無駄な失点は減らさなければいけない
です。失点をしてから火がつくのではなく、後ろ
はゼロに抑えて勝ちきる。特に夏場は体力的に

もきついですから、守備から入ることが大事だ
と思います。最近は内容も良くなっていますし、
開幕当初のように「内容が良いのになぜ失点を
しているんだろう？」というパターンではなく、最
近の失点は原因がわかっています。そこを修正
すればいいだけなので、逆に良いのかなと思い
ますね」
——増嶋選手自身は、この連勝中は終盤に出
場し、リードした試合を逃げ切るための“クロー
ザー”のような存在になっています。
「今まではスタメンで出ることがほとんどだった
し、途中から出ることはあまりなかっただけに、
この歳になって期待どおりのプレーをして、与え
られた仕事をきっちりこなせばもっと試合に使っ
てもらえるのかなという気がしています。数年前
のキタジさん（北嶋秀朗）、ヨンハさん（安英学）
は出場時間に関係なく、起用されたら必ずイン
パクトを残していました。もちろん自分もスタメ
ンで出たいのは変わりませんし、ポジションを
譲った気持ちは一切ありませんが、試合に出て
いないときに何ができるか、そして試合に使って
もらったら活躍するというのはチームにプラスの
要素を与えると思います。キタジさんなんていつ
もギラギラしていたし、その姿が格好良かった。
俺も試合に出られないときに、ふとキタジさん、
ヨンハさん、ヒョウさん（兵働昭弘）の存在を思
い出すんですが、あの人たちの偉大さを感じま
すね。今の若い選手がどう感じているかはわか
らないけど（笑）、俺も数年前のキタジさんたち
のように、若手たちがまったく手を抜けない雰
囲気を作っていけたらと思います」
——今節、4連勝を懸けて対戦するのは横浜F・

マリノスです。
「個人的にもF・マリノスとは相性が良いんです。
高校生のときの天皇杯ではF・マリノスから点を
取りましたし、プロ初ゴールもF・マリノス戦。
今年のナビスコカップでもセットプレーから2得
点。F・マリノスから結構点を取っているんです。
今回も出場のチャンスが来たら、与えられた仕
事をこなしたいと思います」
——F・マリノスの警戒すべき点は？
「外国籍選手が強烈ですね。前節は（中村）俊
輔さんが欠場しましたが、俊輔さんが入ることに
よって、さらに外国籍選手の力を活かせますし、
俊輔さんにはセットプレーという武器もある。特
に前回の対戦はセットプレーから3失点しまし
た。こっちのリズムが悪くなくて、流れの中から
崩されていなくても、セットプレーで失点をする
となかなかリズムを引き寄せづらい。レイソル
は2試合連続でセットプレーから失点をしていま
すし、先日の練習試合でもセットプレーから失
点をしました。でもそこはいくらでも直せるポイ
ントだから、今週は普段以上に意識して守備面
の修正をしていきたいと思います」
——最後にサポーターにメッセージをお願いし
ます。
「もう半分以上終わりましたが、ここで一つ落と
すか、連勝するかでこの後の状況が変わってき
ます。今節に限らず、この夏場は大事な戦いに
なると思うので、結果にこだわり、誰が出ても
結果を出せるような試合を続けていきたいと思
います」

Tatsuya 
MASUSHIMA5DF



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。

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A OFF - - -
U18B OFF - - -
U15 TR - 13:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TM vsレイソル野田 15:00 柏
U12 OFF - - -
U11 OFF - - -
U10 OFF - - -

◉8月7日（日）

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
18A OFF - - -

U18B OFF - - -
U15 TM vs成立高校 11:00 成立グラウンド
U14 TR - 14:00 -
U13 TR - 14:00 -
U12 OFF - - -
U11 OFF - - -
U10 OFF - - -

◉8月6日（土）

きゃー！
3連勝！3連勝ですよー！
いきなりこんなに勝てて、
ニヤニヤが止まりません…フフフ！
若手もベテランも
みんなの力で、
今日も勝つぞレイソル！

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）
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（スペアリブ、サーロインステーキ弁当 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、カクテル各種 など）
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

リボンマグネット
¥1,296

サイズ：約200×100mm
素材：マグネットシート

柏から世界へ タオルマフラー
￥1,944
サイズ：約210×1,100mm
素材：綿100％ (うち10％に
オーガニックコットン使用)
※この商品をご購入頂くと、
1本につき10 円がセーブ・ザ・
チルドレン・ジャパンへ寄付
されます。

ICカードステッカー
¥432 
サイズ：50×82mm 
素材：ユポ紙

★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。

新商品情報！「タオルマフラー」
  「リボンマグネット」などが新発売！



チームが本当に強くなるには、試合に出
場する11人や、ベンチ入りメンバーを含

めた18人の力だけでは成し得ない。試合に
出場していない選手、チャンスの少ない選手
が日頃からどれだけ最善の準備を尽くし、出
場機会を与えられたときにしっかりと活躍で
きるか。そしてその活躍を機に、一気にスタメ
ンを脅かす存在になれるか。そんなチーム全
体の底上げがあれば、スタメンで出場してい
る選手もうかうかしていられないと危機感を
持ってより熱を込めて練習に励む。その競争
から生まれる良い循環が、選手個々の能力を
伸ばし、チームを向上させる礎となる。
　レイソルはここにきて3連勝と好調である。
ただ、Jリーグの公式戦開催翌日に行われて
いるサブ組の練習試合も、目下2連勝中と
好調だ。7月24日の青山学院大学との試合
では、大津祐樹、中川寛斗、田中順也、ジュ
リアーノ・ミネイロ、太田徹郎らのゴールラッ
シュで5−0で大勝。そのスコアどおり、内容
も相手を圧倒し、ピンチらしいピンチはほとん
どなかった。相手が大学生という点を差し引
いても高い評価に値する試合だった。
　さらに驚くべきは、翌週7月31日の浦和
レッズとの練習試合である。サブとはいえ、
相手はレッズだ。スタメンにはズラタン、梅

崎司、石原直樹、青木拓矢、永田充、加賀健
一、駒井善成ら錚々たる顔ぶれが名を連ね
ていた。
　炎天下の猛暑の中、35分ハーフで行われ
た試合は、レイソルが素晴らしいプレーを見
せる。序盤こそレッズの前線5枚に対し、レイ
ソルの最終ライン4枚のずれをサイドチェン
ジで突かれはしたが、湯澤聖人、山中亮輔
のサイドの対応が良く、レッズにチャンスを
作らせない。逆に、鎌田次郎と増嶋竜也を
中心に暑さの中でもコンパクトな陣形を崩さ
ないレイソルが次第にペースを握り、秋野央
樹、小林祐介、中川の中盤のトライアングル
を中心にパスを回してレッズのプレスに的を
絞らせなかった。
　パスの起点として安定したパフォーマンス
を見せた秋野は、守備面でも球際の攻防、イ
ンターセプトなどの予測、空中戦の競り合い
でもこれまでとは違った一面を見せた。
「タニくん（大谷秀和）とクリさん（栗澤僚
一）が試合であれだけ戦っているのを見てい
たら、自分もやらずにはいられなかった。僕が
そういう部分を身につけられれば、チームは
もっと強くなると思う」（秋野）
　レッズ戦終了後、秋野に守備面について訊
ねると、彼はチームの3連勝を支える大谷と

栗澤のインテンシティーの強さに刺激を受け、
「自分もあれぐらいやらなければいけない」
と感じていた。ベテランのプレーに若手が感
化される。そして若手がそこで上の選手を脅
かすプレーを見せれば、彼らに負けまいとベ
テランもそれ以上に奮起する。秋野の言葉か
らも、チームに良い循環が訪れているのがわ
かるだろう。
　試合は前半アディショナルタイムに山中の
直接フリーキックで先制し、後半立ち上がり
にはコーナーキックから鎌田がヘッドを突き
刺した。試合終了間際にセットプレーから1点
を返されたが、試合を通じて終始レイソルの
ペースで進んだ70分間だった。出場した全
選手に「良いプレーをしてスタメンに食い込
む」という強いアピールの気持ちがあったの
が、十分に窺い知れる試合内容だ。
　2011年当時を知る増嶋は「若手たちが
まったく手を抜けない雰囲気を作っていきた
い」と話す。健全な競争の結果、誰が出場し
ても遜色ない活躍をした5年前のように。今
年のチームも、あのときに負けないぐらいギ
ラギラしていこう。

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！

 8/20（土）vs名古屋戦、9/10（土）vs鹿島戦、9/25（日）vs甲府戦  チケット発売中！
  9/3（土）天皇杯2回戦【8/6（土）〜チケット発売開始！】

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。

健全な競争環境


