
2試合連続無失点の堅守で
勝ち点3を掴み取る！
　4月30日に1−0で勝利を収めたJ1リーグ第9
節のアルビレックス新潟戦から、36日間で10試
合をこなす過密日程が始まった。特に今週は中
2日の試合が続く連戦である。ピッチに立つ11人
や、ベンチ入りメンバーを含めた18人だけではな
く、「いつ、誰が出ても良いパフォーマンスがで
きるようにしなければいけない」（今井）という
ように、ここからは全選手が戦力となる。
　現在1勝1分でYBCルヴァンカップAグループ
の暫定3位につけるレイソルが、グループステー

ジ第4節で対戦するのはジュビロ磐田だ。ジュビ
ロは、ルヴァンカップではコンサドーレ札幌（●
0−2）、ベガルタ仙台（●0−2）と連敗スタート
となったが、第3節のFC東京戦でスタメン8人
を入れ替えた中で3−1の勝利を収めている。ま
た、直近のJ1リーグ、コンサドーレ戦では先に
2点を奪われながらも後半に追いつく粘りを見
せ、試合終盤には逆転にあと一歩まで迫った。
今回は中2日の試合となるため、仮にスタメンの
入れ替えがあったとしても、コンサドーレ戦のサ

ブにはMF松井大輔、MFアダイウトン、MF太田
吉彰が控えるなど選手層も厚い。公式戦4戦無
敗と好調な相手だけに、レイソルとしては厳しい
戦いが予想される。
　リーグ戦3連勝のレイソルは、その勢いをル
ヴァンカップにもつなげたいところ。2試合連続
無失点の守備をベースに、ボールを保持して主
導権を握りながらサイドアタックを有効に使っ
て活路を切り開けるか。予選リーグで抜け出す
ためにもホームで勝点3を手にしたい。

R e y s o l  W i n n i n g  G u i d e

ジュビロ磐田VS

321
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1	 GK	 八田	直樹
2	 DF	 中村	太亮
3	 DF	 大井	健太郎
5	 DF	 櫻内	渚
7	 MF	 上田	康太
8	 MF	 ムサエフ
9	 MF	 太田	吉彰
10	 MF	 中村	俊輔
11	 MF	 松浦	拓弥
13	 MF	 宮崎	智彦
14	 MF	 松本	昌也	 （NH）
15	 MF	 アダイウトン
16	 FW	 齊藤	和樹
18	 FW	 小川	航基	 （NH）
20	 FW	 川又	堅碁
21	 GK	 カミンスキー
22	 MF	 松井	大輔	
23	 MF	 山本	康裕
24	 DF	 小川	大貴
25	 DF	 大南	拓磨	 （NH）
26	 MF	 藤川	虎太朗	（NH）
27	 MF	 荒木	大吾	 （NH）
30	 MF	 上原	力也	 （NH）
31	 GK	 志村	滉	 （NH）
33	 DF	 藤田	義明	
34	 MF	 針谷	岳晃	 （NH）
35	 DF	 森下	俊
36	 GK	 三浦	龍輝
40	 MF	 川辺	駿	 （NH）
41	 DF	 高橋	祥平
※出場停止：なし
NH：ニューヒーロー賞対象選手

［監督］	名波	浩［監督］	下平	隆宏

1	 GK	 桐畑	和繁
2	 DF	 鎌田	次郎
3	 DF	 ユン	ソギョン
4	 DF	 中谷	進之介	（NH）
5	 DF	 中山	雄太	 （NH）
6	 MF	 小林	祐介	 （NH）
7	 MF	 大谷	秀和
8	 MF	 武富	孝介
9	 FW	 クリスティアーノ
10	 FW	 大津	祐樹
11	 FW	 ディエゴ	オリヴェイラ
13	 DF	 小池	龍太	 （NH）
14	 FW	 伊東	純也
16	 GK	 滝本	晴彦	 （NH）
17	 MF	 手塚	康平	 （NH）
18	 FW	 ドゥドゥ	 （NH）
19	 MF	 中川	寛斗	 （NH）
20	 FW	 ハモン	ロペス
21	 DF	 橋口	拓哉	 （NH）
22	 DF	 輪湖	直樹
23	 GK	 中村	航輔	 （NH）
24	 FW	 大島	康樹	 （NH）
25	 MF	 安西	海斗	 （NH）
26	 DF	 古賀	太陽	 （NH）
27	 DF	 今井	智基
28	 MF	 栗澤	僚一
29	 DF	 中川	創（2種）（NH）
30	 GK	 猿田	遥己（2種）（NH）
31	 DF	 宮本	駿晃（2種）（NH）
37	 MF	 細貝	萌
※出場停止：なし
NH：ニューヒーロー賞対象選手

Staff
ヘッドコーチ／岩瀬	健
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／鈴木	秀人
コーチ／中森	大介
コーチ／田中	誠
コーチ／小林	稔
GKコーチ／大神	友明
フィジカルコーチ／菅野	淳

　ルーキーイヤーの昨季はカップ戦

3試合に出場したのみだったが、今季

はルヴァンカップ全試合にスタメン出

場し、リーグ戦でも出場機会をつかん

でいる。身体能力に長けた若きストラ

イカーは、ルヴァンカップ予選リーグ

第3節のFC東京戦でハットトリックを

演じ、チームを勝利へ導いた。また、

U-20日本代表では中山雄太とチーム

メイトであり、今月から韓国で開催され

るFIFA U-20ワールドカップでも活

躍が期待されている。

磐田／ 18FW  小川航基Stop the Key Player

予想スターティングメンバー

2017.05.03 WED 日立柏サッカー場 15：00 KICK OFF
マッチコミッショナー：磯谷 正人

アセッサー：梅本 博之
主審：飯田 淳平／副審：山際 将史、作本 貴典／追加副審：柿沼 亨、五十嵐 泰之／第4の審判：金次 雄之介

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

◇グループ分け	 Aグループ▷	柏、札幌、仙台、大宮、FC東京、清水、磐田
	 Bグループ▷	新潟、横浜FM、甲府、C大阪、広島、神戸、鳥栖
◎プレーオフステージ
※Aグループ2位vsBグループ3位、Bグループ2位vsAグループ3位が対戦。
勝者2チームがノックアウトステージに進出

第1戦：6月28日（水）、第2戦：7月26日（水）
◎ノックアウトステージ
【準々決勝】第1戦：8月30日（水）、第2戦：9月3日（日）
【準決勝】第1戦：10月4日（水）、第2戦：10月8日（日）	【決勝】調整中

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
1 2月25日（土） 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 ○2-1
2 3月5日（日） 15:00 日立柏 ガンバ大阪 ●1-3
3 3月10日（金） 19:00 等々力 川崎フロンターレ ●1-2
4 3月18日（土） 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 ●0-1
5 4月1日（土） 14:00 Eスタ サンフレッチェ広島 ○2-0
6 4月8日（土） 15:00 日立柏 清水エスパルス ●0-2
7 4月16日（日） 16:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 ○2-1
8 4月22日（土） 15:00 日立柏 横浜F･マリノス ○2-0
9 4月30日（日） 14:00 デンカS アルビレックス新潟 ○1-0
10 5月6日（土） 14:00 日立柏 セレッソ大阪 -
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 -
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 -
13 5月27日（土） 15:00 日立柏 大宮アルディージャ -
14 6月4日（日） 19:00 日立柏 浦和レッズ -
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 -
16 6月25日（日） 19:00 日立柏 北海道コンサドーレ札幌 -
17 7月2日（日） 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ -

◆YBCルヴァン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15日（水） 19:00 日立柏 清水エスパルス ○1-0
2 4月12日（水） 19:00 NACK 大宮アルディージャ △0-0
4 5月3日（水･祝）15:00 日立柏 ジュビロ磐田 -
5 5月10日（水） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 -
6 5月24日（水） 19:00 日立柏 FC東京 -
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -

※1：ガンバ大阪がACL準々決勝に進出した場合、8月18日（金）に変更となる可能性有。※2：浦和レッズがACL準々決勝に進出した場合、9月8日（金）に変更となる可能性有。※3：鹿島アントラーズがACL決勝
に進出した場合、11月5日（日）または11月29日（水）に変更となる可能性有。※4：後半日程は遅くとも7月中旬までに発表予定です。後半日程のキックオフ時刻およびテレビ放送については7月中旬発表予定。

節 日付 時間 場所 対戦相手 結果
18 7月8日（土） 19:00 金鳥スタ セレッソ大阪 -
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 -
20 8月5日（土） 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 -
21 8月9日（水） 19:00 日立柏 サガン鳥栖 -
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス -
23 8月19日（土)or20日（日）※1 ※4 吹田S ガンバ大阪 -
24 8月26日（土） ※4 日立柏 アルビレックス新潟 -
25 9月9日（土）or10日（日）※2 ※4 埼玉 浦和レッズ -
26 9月16日（土）or17日（日） ※4 日産ス 横浜F･マリノス -
27 9月23日（土･祝） ※4 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土）or10月1日（日） ※4 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土）or15日（日） ※4 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土）or22日（日） ※4 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） ※4 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） ※4 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日）※3 ※4 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） ※4 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル　　     ジュビロ磐田
2017	JリーグYBCルヴァンカップ	グループステージ	グループA	第4節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

2017JリーグYBCルヴァンカップ
予選リーグ順位表

2017年4月26日（第3節）現在

順位	 チーム	 勝点	 試合	 勝	 引分	 敗	 得失点差

1	 札幌	 7	 3	 2	 1	 0	 3

2	 仙台	 6	 3	 2	 0	 1	 -2

3	 柏	 4	 2	 1	 1	 0	 1

4	 FC東京	 3	 2	 1	 0	 1	 4

5	 磐田	 3	 3	 1	 0	 2	 -2

6	 大宮	 2	 2	 0	 2	 0	 0

7	 清水	 0	 3	 0	 0	 3	 -4

順位	 チーム	 勝点	 試合	 勝	 引分	 敗	 得失点差

1	 神戸	 6	 2	 2	 0	 0	 5

2	 C大阪	 5	 3	 1	 2	 0	 2

3	 広島	 4	 3	 1	 1	 1	 -2

4	 横浜FM	 3	 3	 1	 0	 2	 -1

5	 鳥栖	 2	 2	 0	 2	 0	 0

6	 甲府	 2	 2	 0	 2	 0	 0

7	 新潟	 1	 3	 0	 1	 2	 -4

Bグループ

Aグループ



4月24日時点でのデータ
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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。
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M a t c h A n a l i s i s

提供：データスタジアム

4月24日時点でのデータ

柏レイソル VS ジュビロ磐田



FOCUS——今井選手は、前回のルヴァンカップ大宮アル
ディージャ戦で復帰を果たしました。1年１ヶ月ぶ
りの公式戦はいかがでしたか？

「すごく久しぶりだったというのと、その相手が
古巣のアルディージャだったというので、復帰で
きた嬉しさと、対戦相手としてNACK5スタジア
ムに戻れた嬉しさがありました。ただチームとし
て勝ちを目指す中で、勝てた試合を引き分けて
しまったのはもったいなかったと思います」
——今井選手自身は、復帰戦にもかかわらずアグ
レッシブに仕掛けるプレーができていたのでは？

「攻撃の部分では積極的にやれたと思いますが、
細かいミスがいくつかあったので、改善点や修
正点はまだまだありました」
——フィジカル面で問題はなかったですか？

「結構きつかったですが（苦笑）、ちばぎんカッ
プもやっていたし、練習試合もやっていたので、
きつい中でもできたと思います。ここからもっと
コンディションを上げていきたいと思います」
——ケガを乗り越えた今、率直に感じていること
は？

「去年はリハビリで室内にいることが多く、外で
プレーしている選手を『いいなぁ』と思って見て
いたんですけど、今は単純にサッカーができる
ことに幸せを感じています」
——昨年１年間を通して身体が大きくなった印象
を受けます。

「そんなにたくさんウェイトトレーニングをしてい
たわけではないのですが、よく『身体が大きくなっ
た？』と言われますね。むしろリハビリの時は食
生活を気にしていたので体重が 5 キロぐらい落
ちていたんです。でもそこから戻して、前にプ

レーしていた時より1キロぐらい多くなりました。
そういう意味では少し大きくなったかもしれませ
ん。身体のコンディションはすごく良いです」
——4月25日は長男が誕生しました。これまでも
モチベーション高くサッカーに取り組んでいたと
思いますが、それ以上の意識が出てきたのではな
いですか？

「今まで以上に高まりますよね。『この子のために
も頑張ろう』と日々思います。守るものが増えて
責任感がより増したというか、親父として頑張ら
ないといけないと感じています。大変な思いをし
て産んでくれた奥さんにも感謝していますし、子
どもにも『生まれてきてくれてありがとう』と思い
ます」
——サッカーができる幸せと、家族が増えた幸せ
を感じ、良いメンタリティーで試合に臨めそうです
ね？

「そうですね。特に 5月は試合が多く、6月の頭
まで連戦が続きます。ルヴァンカップでもリー
グ戦でも出場のチャンスは回ってくると思います
し、自分としてはチームが勝つために貢献した
いです。内容も大事ですが、勝利という結果を
求めて頑張っていきたいと思います。監督はチー
ムの一体感を大切にしていますし、いつ、誰が
出ても良いパフォーマンスができるようにしなけ
ればいけないと思います。練習からチーム内で
良い競争をして、チームとしてレベルアップして
いきたいです」
——今回のルヴァンカップはジュビロ磐田が相手
です。どのようなイメージを持っていますか？

「守備がしっかりしていて、中村俊輔さんや上田
康太くんのように中盤にフィードのうまい選手が

いて、その人たちを起点にしたサイド攻撃が強
力という印象があります。自分が出たらリスクマ
ネジメントを意識しながら、CB の選手たちとコ
ミュニケーションを取ってプレーしたいと思いま
す。今思えば、僕のプロデビュー戦は 2013 年
のナビスコカップのジュビロ戦だったんです。そ
のジュビロ戦で起用されて、良いプレーができ
て、次のリーグ戦でもチャンスをもらいました」
——レイソルはここまで1勝1分で、暫定ですがA
グループの3位につけています。

「チームとしてタイトルを目指しているので、まず
は予選を突破しなければいけないです。誰が出
ても、相手チームの誰が出てきても勝点 3 が必
要です。最後に他力ではなく、自力で予選を突
破するためにもホームでは確実に勝点を積み上
げていきたいと思います」
——サポーターへメッセージをお願いします。

「リーグ戦もカップ戦もタイトルを目指していま
すし、目標に向かってチーム一丸となって、常
に勝ちにこだわってプレーしていきたいと思いま
すので、応援をお願いします」
——今井選手が出場し、得点を決めたら“ゆりか
ごダンス”もあるのでしょうか？

「自分が点を取ったら何かやりたいです（笑）。
タケ（武富）も開幕戦では自分で点を取って、“お
しゃぶりポーズ”をしていたので、俺もおしゃぶ
りでもしようかな（笑）。実現できるように頑張
ります」

Tomoki IMAI

今井智基
 27
  DF

プレイヤーズ
リコメンドソング

今井選手がお気に入りの曲を
スタジアムビジョン放送
「Vamos Reysol」内で

   紹介します。
   13：40頃の予定です。

♬



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。

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 10:00 -
U18B TM 静岡学園高校 15:00 日体大柏グランド
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 OFF - - -
U11 OFF - - -
U10 OFF - - -

★5月6日（土） 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 プレミアリーグ FC東京 14:00 東京ガス武蔵野グランド
U18B OFF - - -
U15 関東リーグ 大宮アルディージャ 18:00 堀崎グランド
U14 メトロポリタンリーグ 大宮アルディージャ 13:00 堀崎グランド
U13 OFF - - -
U12 全少千葉県予選 ラソフィーオ 11:00 秋津小学校
U11 全少千葉県予選 ラソフィーオ 11:00 秋津小学校
U10 OFF - - -

★5月7日（日）

リーグ戦の3連勝に、
かなりワクワク、テン
ションアップ中です！！
いい流れをルヴァン杯
にも持ち込んで、GW
らしく派 手に 勝 ちま
しょ〜☆

❶鳥よし（カレー など）❷ローソン（おにぎり など）
❸ブラウンシュガー（焼きそば など）❹日京クリエイト（レイソル勝つサンド など）
❺ローソン（おにぎり など）❻Labo Café × E･S･A（プルたま丼 など）
❼ITSブラジリアンバーベキュー（レイソル勝つドッグ など）❽ボンベイ×日立台カリーぶ（レイソルカリー など）
❾海賊船（たこ焼き など）❿エフェケバブ（ドネルケバブ など）
⓫ブラウンシュガー（ステーキプレート など）⓬日京クリエイト（餃子ドッグ など）
⓭侍（もつ煮込み など）⓮ローソン（おにぎり など）
⓯ドミノピザ（ピザ各種 など）⓰D&C（チーズドッグ など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾









❺

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！⓫「ブラウンシュガー」

◎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！
 待望のベビー用品が新発売！

Reysol Goods!

スタイ
¥1,620
サイズ：
フリー

ベビー Tシャツ　¥3,024　サイズ：90

ロンパース　¥4,104　サイズ：70 〜 80

ステーキドッグ＆
チーズポテトセット
700円
USAビーフがたっぷり
のステーキドッグと、
大人気のチーズポテト
がセットで登場！ 通常
800円のところ、GW期
間中（5/3、5/6）はお
試し価格の700円で販
売いたします！



　4月30日のJ1第9節アルビレックス新潟戦
は、試合前に安英学の引退セレモニーが行
われた。デンカビッグスワンスタジアムに訪
れたアルビレックスとレイソルのサポーター
から盛 大な拍手と当時のチャントが 贈ら
れ、偉大な選手の功績を讃えた。
　セレモニー終了後、メディアの囲み取材に
対応した安英学は、喜びと感謝の言葉を述
べた。
「とても嬉しかったです。我慢しようと思い
ましたが、ちょっと感極まってしまいました
（笑）。本当にありがたいですね。レイソル
のサポーターも、こうやってチャントを歌っ
てくれましたし、新 潟の方たちも、離れて
10年以上経つにもかかわらずセレモニーの
準備をしてくれて、チャントを何度も何度も
歌ってくださって、皆さんの気持ちが本当に
ありがたかったです」
　安英学は2011〜12年にレイソルに在籍。
当時、チームメイトだった大谷秀和、栗澤僚
一、桐畑和繁とは試合前に顔を合わせ、旧
交を温め、セレモニーで安英学がスタンドに
挨拶に回る際には、桐畑からレイソルの選
手のサインが入った17番のユニフォームが
手渡された。
「さっき、キリ（桐畑）がユニフォームを渡し
てくれました。時間は限られていましたが、
タニ（大谷）とクリ（栗澤）とも話ができまし
た」

　囲み取材で、レイソル時代の話を聞くと、
思い出深い出来事の一つに『2011年のJ1
優勝』を挙げる。
「自分はあまり貢献できなかったですけど、
僕もレイソルの一員として全力でチームを応
援し、チームのために戦っていました。本当
にそう思わせてくれるチームだったので、こ
れからも頑張ってほしいと思います」
　彼は「あまり貢献できなかった」と言って
いたが、決してそんなことはないだろう。練
習に対する姿勢、普段の振る舞いなどピッ
チの内外を含め、まさに彼は人格者だっ
た。チームでは“アニキ”と慕われ、2011
年当時は中堅選手だった大谷、栗澤、桐畑
も、安英学の背中に引っ張られた部分は大
いにあり、現チームでは年長者になった彼ら
3人は、安英学の姿勢から学んだことを、今
のチームに還元してくれている。
　確かに、2011年の試合出場は3試合と数
字の上では多いとは言えないものの、出場
した試合で発揮した存在感もまた格別だっ
た。私の記憶の中で真っ先に思い出される
のが、2011年J1第28節の鹿島アントラーズ
戦である。
　前半終了間際にパク・ドンヒョクが退場と

なり、その直後に田中順也に代わってスクラ
ンブルで出場した安英学は、本職のボラン
チではなくパクの抜けたCBに入った。79分
には足をつらせて交代した大谷からキャプ
テンマークを渡され、「気が引き締まる思い
がした」と試合後には腕章を巻いた感想を
語った。結果、レイソルはアントラーズの猛
攻をしのぎ、リーグ戦で初めてカシマスタジ
アムで勝利を収める大きな1勝を手にした。
間違いなくあの勝利がなければ、レイソル
のリーグ制覇は成し得られなかった。
　湘南ベルマーレに期限付き移籍中の秋
野央樹は、レイソルで『背番号17』を付ける
理由に、「ヨンハさんがつけていた番号だか
ら」と、安英学への多大なリスペクトを挙げ
ていたことがある。
　そしてその17番は“ボランチが背負う番
号”として定着し、現チームでは手塚康平へ
と受け継がれている。安英学の目の前で手
塚がFKからリーグ戦プロ初ゴールを決め、
勝利を飾ったことも運命的だった。

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！

 5/6（土）vsセレッソ大阪戦 チケット発売中！
 5/24（水）vs東京戦、5/27（土）vs大宮戦、6/4（日）vs浦和戦 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
オフィス神山
グーロクリエイト
JAちば東葛
常南通運
常陽商事
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

秋田運輸
菓子工房 モン･シェフ
柏プラネット
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
柏駅前通り商店街振興組合
柏市まちづくり公社
柏駅前通り商店街振興組合
ほねつぎ増尾はりきゅう接骨院
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
海賊船
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A.A.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
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（Fitness24 by 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
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
はるみ鍼灸接骨院
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。

受け継がれる“アニキ”の魂

Reysol  Report

ユニフォームスポンサー

クラブスポンサー

CSR（社会貢献）パートナーサプライヤー

We Support KASHIWA REYSOL 2017
アカデミースポンサー


