
首位追撃の勢いは緩めず
無敗街道を突っ走れ！
　20日に行われた天皇杯ラウンド16ではガン
バ大阪に競り勝ち、ベスト8進出を決めた。8日
間で3試合を戦う過密日程。しかも今節は中2日
とコンディション的には懸念が残る。ただ「次の
ラウンドに進めたのは大きい。来年のACL出場
を狙っているので、リーグと天皇杯で可能性を
残しているのは大きなプラス材料」（大谷）と、
必ずしもネガティブな要素ばかりではない。前
節、土壇場で横浜F・マリノスに追いついた粘り
強さと、ガンバを下した勢いを携えて、レイソル

はホームでFC東京を迎え撃つ。
　FC東京は、篠田善之監督の退任に伴い、安
間貴義監督が就任。ベガルタ仙台戦では1－0
の勝利を収め、連敗をストップするとともに新
体制初戦で好発進を見せた。下平隆宏監督は
「以前よりもボールを大事にするようになった」
と新体制のFC東京の印象を語るが、まだ1試合
しかこなしていないとあって、レイソルとしても
対策の材料としてはやや乏しいだろうか。もと
もと代表クラスの選手を数多く揃える質の高い

チームだ。現在は順位こそ中位に甘んじている
ものの、きっかけさえつかめば一気に上位へ食
い込めるだけの実力がある。だが仮に、新戦術
が浸透しきっておらず、連携面でわずかな綻び
が見られるのならば、そこを狙わない手はない。
ガンバから3得点を奪ったように、レイソルは依
然として好調、目下リーグ戦は8戦無敗だ。
　佳境を迎えたリーグ終盤。首位との勝点差を
縮めるためにも、レイソルは残された8試合を勝
ち続けなければならない。

『DAZN』に加入して、クラブの強化費用に協力しよう！
加入はこちらから ▶▶▶ http://prf.hn/click/camref:1101l39gT
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［監督］ 安間 貴義［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 
5 DF 中山 雄太
6 MF 小林 祐介 
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
14 FW 伊東 純也
15 MF キム ボギョン
16 GK 滝本 晴彦 
17 MF 手塚 康平 
19 MF 中川 寛斗 
20 FW ハモン ロペス
21 DF 橋口 拓哉 
22 DF 輪湖 直樹
23 GK 中村 航輔 
24 FW 大島 康樹 
26 DF 古賀 太陽 
27 DF 今井 智基
28 MF 栗澤 僚一
29 DF 中川 創（2種） 
30 GK 猿田 遥己（2種）
31 DF 宮本 駿晃（2種） 
37 MF 細貝 萌
※出場停止：なし
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
コーチ／中村 忠、宮沢 正史、
　　　  近藤 大輔
GKコーチ／ジョアン ミレッ、
　　　　　 山下 渉太
フィジカルコーチ／矢野 由治

　左サイドから好クロスを上げ、ゴー
ル前のチャンスを演出するキーマンで
ある。流れの中だけでなく、プレース
キックも警戒が必要。前節のベガルタ
戦では、太田のCKがニアに走り込ん
だチャン・ヒョンスの元へピンポイント
で入り、決勝弾をアシストしている。レ
イソルとの前回対戦では中村のセーブ
に阻まれたものの、素晴らしい弾道の
FKがゴールを脅かした。レイソルの右
サイド、“JRコンビ”と繰り広げる攻防
は見応え十分だ。

FC東京／6DF 太田 宏介Stop the Key Player

   J.League Division 1 順位表

2017年09月17日（第26節）現在

予想スターティングメンバー

2017.09.23 SAT 日立柏サッカー場 16：03 KICK OFF
マッチコミッショナー：高畑 俊成

アセッサー：松村 和彦
主審：松尾 一／副審：五十嵐 泰之、勝又 弘樹／第4の審判：荒木 友輔

KASHIWA REYSOL 2017 Game Schedule

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 ○1-0
11 5月14日（日） 15:00 味スタ FC東京 ○2-1
12 5月20日（土） 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 ○2-0
13 5月27日（土） 15:00 日立柏 大宮アルディージャ ○4-2
14 6月4日（日） 19:00 日立柏 浦和レッズ ○1-0
15 6月17日（土） 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 △0-0
16 6月25日（日） 19:00 日立柏 北海道コンサドーレ札幌 ○2-1
17 7月2日（日） 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ ●2-3

◆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 ●1-2
5 5月10日（水） 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 △1-1
6 5月24日（水） 19:00 日立柏 FC東京 ●0-1
7 5月31日（水） 19:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 ●1-2

◆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 6月21日（水） 19:00 日立柏 ブリオベッカ浦安 ○1-0
3回戦 7月12日（水） 19:00 大銀ド 大分トリニータ ○2-0

ラウンド16（４回戦）9月20日（水） 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○3-2
準々決勝 10月25日（水）19:30 等々力 川崎フロンターレ -
準決勝 12月23日（土･祝） - - - -
決勝 1月1日（月･祝） - - - -

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 ●1-2
19 7月30日（日） 18:30 ユアスタ ベガルタ仙台 △1-1
20 8月5日（土） 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 ○3-1
21 8月9日（水） 19:00 日立柏 サガン鳥栖 △0-0
22 8月13日（日） 18:00 アイスタ 清水エスパルス ○4-1
23 8月19日（土) 19:00 吹田S ガンバ大阪 ○1-0
24 8月26日（土） 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 △1-1
25 9月9日（土） 19:00 埼玉 浦和レッズ ○2-1
26 9月16日（土） 19:00 日産ス 横浜F･マリノス △1-1
27 9月23日（土･祝）16:00 日立柏 FC東京 -
28 9月30日（土） 16:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 -
29 10月14日（土） 13:00 札幌厚別 北海道コンサドーレ札幌 -
30 10月21日（土） 14:00 NACK 大宮アルディージャ -
31 10月29日（日） 16:00 日立柏 川崎フロンターレ -
32 11月18日（土） 14:00 日立柏 ジュビロ磐田 -
33 11月26日（日） 13:00 カシマ 鹿島アントラーズ -
34 12月2日（土） 14:00 日立柏 サンフレッチェ広島 -

柏レイソル  　     FC東京
2017 明治安田生命J1リーグ 第27節

VS

◆明治安田生命J1リーグ

©J.LEAGUE PHOTOS

1 GK 大久保 択生
2 DF 室屋 成 
3 DF 森重 真人 
4 DF 吉本 一謙 
5 DF 丸山 祐市
6 DF 太田 宏介 
7 MF 米本 拓司
8 MF 髙萩 洋次郎
9 FW ピーター ウタカ 
10 MF 梶山 陽平
13 FW 大久保 嘉人 
14 DF チャン ヒョンス 
15 FW 永井 謙佑 
18 MF 石川 直宏
19 MF 平岡 翼
20 FW 前田 遼一 
21 MF ユ インス
22 DF 徳永 悠平
24 MF 佐々木 渉
25 DF 小川 諒也 
26 DF 柳 貴博
27 MF 田邉 草民 
28 MF 内田 宅哉
29 DF 岡崎 慎
30 GK 廣末 陸
31 DF 岡庭 愁人（2種）
32 MF 寺山 翼（2種）
33 GK 林 彰洋 
34 MF 生地 慶充
35 MF 鈴木 喜丈
36 DF 山田 将之
37 MF 橋本 拳人 
38 MF 東 慶悟 
39 GK 大本 竜司（2種）
40 MF 平川 怜（2種）
41 MF 久保 建英（2種）
42 MF 小林 真鷹（2種）
43 MF 品田 愛斗（2種）
44 DF 草住 晃之介（2種）
45 FW 原 大智（2種）
46 GK 髙瀨 和楠（2種）
47 MF 小林 幹（2種）
48 FW 田中 和樹（2種）
49 DF 長谷川 光基（2種）
50 GK 波多野 豪
51 MF リッピ ヴェローゾ
52 MF ジャキット
53 FW 今村 涼一（2種）
※出場停止：なし

順位 チーム 勝点 試合 勝 引分 敗 得失点差

 1 鹿島 58 26 19 1 6 19
 2 川崎 52 26 15 7 4 24
 3 柏 50 26 15 5 6 15
 4 C大阪 48 26 14 6 6 21
 5 横浜FM 48 26 14 6 6 11
 6 磐田 43 26 12 7 7 14
 7 G大阪 40 26 11 7 8 12
 8 浦和 40 26 12 4 10 11
 9 鳥栖 37 26 10 7 9 -1
10 FC東京 36 26 10 6 10 1
11 神戸 36 26 11 3 12 -2
12 仙台 32 26 9 5 12 -12
13 清水 28 26 7 7 12 -12
14 札幌 26 26 7 5 14 -15
15 広島 23 26 5 8 13 -14
16 甲府 21 26 4 9 13 -15
17 大宮 21 26 5 6 15 -22
18 新潟 11 26 2 5 19 -35
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柏レイソル VS FC東京



FOCUS̶̶前節の横浜F・マリノス戦の引き分けという
結果をどのように捉えていますか？
「試合を支配しようとして入りましたが、相手が
かなり厳しいマークでついてきて、前半は自分た
ちの思いどおりのプレーができませんでした。ビ
ルドアップでもうまく運べず、相手にペースを握
られた前半だったので、後半に関しては何かを
変えなければいけないとみんなが感じていまし
た。自分たちと順位の近いチームも勝点を稼げ
ていませんので３位をキープできています。勝点
1という結果は悪くはないと思っています」
̶̶あれだけのアタッカーが同時に並ぶケースは
非常に珍しいと思います。リーグ最少失点のF・
マリノスを相手に、後半は迫力のある攻撃ができ
たのではないでしょうか？
「攻撃のクオリティーに関しては、我々は非常に
高いものを持っています。後半、あれだけ自分
たちのペースに持っていけた理由は、選手交代
や戦術の修正を含めて監督の采配が的確だった
からだと思いますし、我々の個々の能力を生か
した攻撃ができたからと思います」
̶̶ハモン ロペス選手は、8月以降の好調が際
立ちます。
「自分がピッチに入るときには常に進化をしよう
と思って臨んでいます。それは個人としてもそう
ですが、チーム全体として自分がどういう役割
を果たせるかという部分で進化し続けようと考え
ています。まだ完璧ではないというのはわかっ
ていますし、進化の過程にいると思っています。
その進化も、サッカーの部分だけに限りません。
日常生活におけるプラスの行いが合わさって結
果に表れます。今年はシーズンの最初に、レイ

ソルのサッカーに適応するのに時間がかかって
しまいました。加えてケガにも悩まされました。
ただ、そこは本で例えると、すでに違うページ
に移っていることなので、もう忘れていいことだ
と思います。現在のコンディションは良いです。
これを続けていきたいです」
̶̶ポジションに関しても最前線ではなく、最近
は左サイドを任されています。手応えはいかがで
しょうか？
「特に問題は感じていません。どのポジション
を任されたとしても、自分がやるべきことをしっ
かりやっていくだけです。攻撃のポジションは、
全て一度は経験しています。どこに動けばいい
か、何をしなければいけないかは、ポジション
ごとに理解しているつもりです」
̶̶第25節の浦和レッズ戦では1得点1アシスト
の活躍でした。得点に絡むプレーも研ぎ澄まされ
ている印象を受けます。
「得点感覚は研ぎ澄まされていると思いますし、
自分の得点はこれからどんどん増えていくと確信
しています。それに伴って勝利もついてくると思っ
ているので、信じて突き進むだけです。期待し
ていてください」
̶̶残り8試合で３位。首位の鹿島アントラーズ
とは勝点8差です。
「8差は一見大きいかもしれません。ブラジルの
大会ではコリンチャンスが首位で、2位にグレミ
オがいます。第１ステージでは両チームの差が
かなり離れていましたが、第２ステージに入った
後にコリンチャンスが失速し、グレミオが差を
縮めました。ただ、その後はグレミオも星を落と
してしまったのですが、我々はそれと似たシチュ

エーションにあります。順位が下のチームは負
けてはいけない。そしてできるだけ勝つ。自分
たちが勝ち続けることが逆転優勝への唯一の方
法です。幸いにもアントラーズ、フロンターレと
の直接対決を残しています。それまでにできる
だけ差を縮めて、直接対決で逆転できる順位ま
で持っていきたいと思います」
̶̶今節の対戦相手はFC東京です。
『FC東京』という名前を聞いただけで誰もがビッ
グクラブという印象を持つと思います。ただ、今
季は思うような結果を得られていませんし、我々
はホームで戦えるメリットを生かして、絶対に勝
たなければいけません。FC東京には代表クラス
の選手が多く、リスペクトはしています。ただ、
グラウンドに入ってしまえば勝つか負けるかだけ
なので、自分たちの試合運びをすれば勝てると
信じていますし、残り8試合、優勝するために
我々には勝利が必要になります」
̶̶レッズ戦では鮮やかな得点を決めたので、今
度は日立台でハモン選手の得点を望んでいるサ
ポーターは多いと思います。
「試合に出られないとき、サポーターには本当に
支えられました。その恩返しをピッチで見せら
れればと思います。先ほど話したように、得点
感覚は研ぎ澄まされています。我々は全力を尽く
して戦いますし、残り8試合がどういう展開にな
るかわかりませんが、サポーターには最後まで
一緒に戦ってほしいと思います。私はサポーター
の笑顔を見るのが大好きです。シーズンが終わっ
たときに、タイトルを取ってみなさんと一緒に喜
びを分かち合いたいと思います」

ハモン ロペス
20FW

プレイヤーズ
リコメンドソング
ハモン ロペス選手が
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。

   14:40頃の予定です。

♬

Ramon Lopes



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。

残り試合がじわじわ

少なってくる時期、一

試合一試合をものす

ごく貴重に感じており

ます。今は前と上だけ

見て、走り続けようレイ

ソル！！

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）10エフェケバブ（ドネルケバブ など）
11ブラウンシュガー（ステーキプレート など）12日京クリエイト（餃子ドッグ など）
13侍（もつ煮込み など）14ローソン（おにぎり など）
15ドミノピザ（ピザ各種 など）16D&C（チーズドッグ など）

❶❷ ❸

❹

❻
❼
❽
❾
10
11
12
13

1415

16

❺

食べ尽くせ 日立台グルメ

PICK UP！❷❺14「ローソン」

チーム 内容 対戦相手 時間 場所
U18A TR - 10:00 -
U18B 県リーグ 市原中央高校 15:15 専修大付属松戸高校
U15 TR - 10:00 -
U14 TR - 10:00 -
U13 TR - 10:00 -
U12 ダノンネーションズカップ世界大会 - - ニューヨーク
U11 プレミア千葉 VITTORIAS、FC習志野 9:00 アーセナル市川グラウンド
U10 プレミア千葉 VITTORIAS、FC習志野 9:00 アーセナル市川グラウンド

★9月23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 16:00 柏
U18B OFF - - -
U15 TM 湘南ベルマーレ 10:00 柏
U14 TM 高槻FC 12:00 柏
U13 OFF - - -
U12 ダノンネーションズカップ世界大会 - - ニューヨーク
U11 TR - 12:00 -
U10 TR - 12:00 -

★9月24日（日）

ストレッチキャップ
¥3,240

七分丈Tシャツ
　　¥4,104

◎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「イヤホン」、「ストレッチキャップ」、
「七分丈Tシャツ」発売開始！

「デルガード（シャープペン）」再入荷！

Reysol Goods!

本日はローソンエキサイトマッチ！
人気の「からあげクン（250円）」や、
おにぎり各種、
気軽につまめるスナック菓子
などを取り揃えています！イヤホン 

¥2,592

デルガード
（シャープペン）
再入荷しました！



　20日に天皇杯ラウンド16を戦ったレイソル
は、今節のFC東京戦は中2日の戦いを強いら
れる。前節の横浜F・マリノス戦のスタメンの
中で、ガンバ大阪との試合に出場しなかった
のは、登録の都合上メンバーを外れたキム・
ボギョンを除くと、小池龍太ただ一人だけとな
る。
「どの試合もそうですけど、サイドバック（SB）
は運動量が求められます。この試合に関して
は、みんなが連戦で迎えるので、自分が引っ
張るというか、フレッシュな分、苦しい仕事は
自分がより多くできればいいと思います」
　普段から右サイドで上下動を繰り返し、
チームでも屈指の運動量を誇る小池は、今節
に向けて「いつも以上に走る」という強い決
意を述べた。
　今季、レノファ山口からレイソルへ加入。
2014年にJFLからプロキャリアをスタートさ
せ、1年ごとにJ3、J2とカテゴリーを上げ、つ
いにJ1へたどり着いた。彼がステップアップ
の継続として、来季のACL出場と、近い将来
の日本代表入りを狙うのは当然の流れだっ
た。
　日の丸を背負うこと̶̶。それは昨年ま
での小池にとっては漠然と描いた目標だった
のかもしれない。だが今では、チームメート
の中村航輔がアジア最終予選にて、ワール
ドカップ出場権を獲得したあの場に日本代
表選手として居合わせた。それに触発され、

「（代表入りは）昨年よりも現実的な目標とし
て描けるようになった」と話している。小池は
代表の雰囲気を中村から直接聞き、各選手
の意識の高さには興味を示した。
　さらに小池に多大な刺激を与えたのが現
役日本代表の右SB、レイソルのOBで現在は
マルセイユで活躍する酒井宏樹の存在が大
きい。
　フランスのリーグアン終了後、日本代表戦
に備え、古巣に戻って調整を続けていた酒
井。それは彼が海外へ渡ってから、ヨーロッ
パのシーズンオフにおける恒例でもある。た
だ、今季からレイソルに加わった小池にとっ
ては、練習参加とはいえ自分と同じ右SBの
現役日本代表とのプレーは初めての経験だ。
前述の「チームメートに日本代表がいる」こと
と同等か、ひょっとしたらそれ以上の刺激を
受けたのだろう。
「代表に入るために、まず必要なのはレイソ
ルで活躍すること。今の代表の右SBは酒井
くんです。今の僕と同じ年齢で代表に入っ
て、海外へ移籍したというお手本がありま
す。酒井くんと同じ道を歩み、代表を目指す
のならば、もっとレイソルで活躍しなければ
いけないと思っています」

　今回のFC東京戦で、連戦の選手を助ける
ために「いつも以上に自分が走る」という考
えも、ハードに戦う酒井の姿を目の当たりに
したことで意識が増した。
「酒井くんを含めた海外組の選手は、海外
で試合をして、ハードな日程の中、長距離移
動をして日本で試合をする。自分ももっと強
い身体にしなければいけないですし、コン
ディション調整も必要になります。そこはもっ
と強くやっていきます」
　多くの選手が中2日と、コンディションに若
干の懸念を抱える中、エネルギッシュな小池
のプレーがどうレイソルを引っ張っていくの
か、期待が大いに高まる。
　ただ、これだけは言わせてもらう。2011年
に酒井がブレイクしたとき、今の小池と同じ
21歳だった。当時の、どこか自信なさげだっ
た酒井に比べれば、間違いなく小池の方がコ
メントにも振る舞いにも力強さがある。21歳
の酒井なら「自分がチームを引っ張る」など
絶対に口にしなかっただろうから。

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！

9/30vs甲府戦 チケット発売中！ チケットのご購入はお早めに！
【9/24会員先行販売開始】10/29vs川崎戦、11/18vs磐田戦、12/2vs広島戦

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
柏市まちづくり公社
柏駅前通り商店街振興組合
流通サービス
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
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。

小池龍太がチームを引っ張る

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


