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大分トリニータ

LAWSONエキサイトマッチ

一つでも上の順位を目指して全集中！
日立台のサポーターへ歓喜を届けよう
前

節の名古屋グランパス戦は、相手の

ゲームを展開できない時間帯もあるだろうが、

忍耐強く役割を果たすことが求められる戦い

た。これでACL出場圏からは大きく

ければならない。その姿勢を維持し続けること

バックでブロックを形成する。相手にスペース

堅守を攻略できず0−1の敗戦を喫し

後退したが、
「一戦一戦目の前の試合を全力で
戦う」というレイソルの姿勢は変わらない。

そこでも忍耐強く一人ひとりが役割を果たさな
でプランが遂行される」
（ネルシーニョ監督）

相手は大分トリニータ。第12節の前回対戦

になりそうだ。また、トリニータは守備時には5
を消されたとき、そのブロックをいかにして攻

略するか。攻撃面のアイデアでもグランパス戦

ただ、敗戦の教訓は活かさなければならな

は、どちらに勝敗が転んでもおかしくはない拮

踏まえ、今節の勝利に必要なことを指摘する。

れて嫌な時間帯も多かった」とアウェイ戦を振

星がない。日立台での試合は今回を含めてあと

り、主導権を握れない時間帯でも一人ひとりが

ムにもたらしてほしい。

い。ネルシーニョ監督はグランパス戦の敗因を

「戦術的な部分を組織的にやり切り、一人ひと
りが役割を果たすこと。我々が主導権を握って

抗した展開だったが、江坂任は「ボールを持た

り返った。まさにネルシーニョ監督の言葉どお

の教訓を活かす必要があるだろう。

レイソルは直近のホームゲーム4試合で勝ち

2試合。10月10日以来となる歓喜をホームゲー

クラブ応援プランで、レイソルの強化に協力しよう！
加入はこちらから ▶▶▶ https://prf.hn/click/camref:1101l39gT

＃おうちでDAZN観戦

2020 明治安田生命 J1リーグ 第27節

柏レイソル

大分トリニータ

VS

2020.12.09 WED 三協フロンテア柏スタジアム 19:03 KICK OFF
マッチコミッショナー：藤本 貴壽
主審：西村 雄一
副審：野村 修、日比野 真／第4の審判：柿沼 亨

［監督］ネルシーニョ

［監督］片野坂 知宏

予想スターティングメンバー

1 GK 桐畑 和繁 HG
2 DF 鎌田 次郎
3 DF 高橋 祐治
4 DF 古賀 太陽 HG
5 MF 小林 祐介 HG
6 DF 高橋 峻希
7 MF 大谷 秀和 HG
8 MF ヒシャルジソン
9 FW クリスティアーノ
10 MF 江坂 任
11 FW 山崎 亮平
13 DF 北爪 健吾
14 FW オルンガ
15 DF 染谷 悠太  
16 GK 滝本 晴彦 HG
17 GK キム スンギュ
18 FW 瀬川 祐輔
19 FW 呉屋 大翔
20 DF 三丸 拡
22 MF マテウス サヴィオ
23 GK 中村 航輔 HG
24 DF 川口 尚紀
25 DF 大南 拓磨
27 MF 三原 雅俊
28 MF 戸嶋 祥郎
33 MF 仲間 隼斗 HG
35 FW 細谷 真大 HG
36 MF 山田 雄士 HG
37 FW 鵜木 郁哉 HG
38 DF 大嶽 拓馬（2種）
39 FW 神谷 優太   
41 GK 佐々木 雅士（2種）
42 DF 戸田 伊吹（2種）
43 MF 田村 蒼生（2種）
44 FW 中島 舜（2種）
45 MF 揖斐 俊斗（2種）
47 DF 田中 隼人（2種）
48 GK 近野 勝大（2種）
50 DF 山下 達也   
※出場停止：なし

1 GK 高木 駿
2 DF 香川 勇気
3 DF 三竿 雄斗
4 MF 島川 俊郎
5 DF 鈴木 義宜
6 MF 小林 裕紀
7 MF 松本 怜
8 MF 町田 也真人
9 FW 知念 慶
10 MF 野村 直輝
11 MF 田中 達也
14 MF 小塚 和季
15 DF 小出 悠太
16 FW 渡 大生
18 FW 伊佐 耕平
19 DF 星 雄次
20 MF 小手川 宏基 HG
22 GK ムン キョンゴン
23 MF 高山 薫
25 MF 小林 成豪
26 MF 佐藤 和弘
27 FW 三平 和司
29 DF 岩田 智輝 HG
30 DF 高橋 祐翔
31 FW 髙澤 優也
32 MF 前田 凌佑
33 FW 藤本 一輝
38 MF 高畑 奎汰 HG
39 DF 田中 優也（2種）
40 MF 長谷川 雄志
41 DF 刀根 亮輔 HG
42 GK 勝木 翔也（2種）
43 MF 弓場 将輝（2種）
44 GK 吉田 舜
45 DF 工藤 宗大（2種）
46 FW 平川 絢大（2種）
47 MF 井上 健太
49 DF 羽田 健人
50 FW 屋敷 優成（2種）
※出場停止：なし

大分トリニータ

Stop the Key Player

5 DF 鈴木 義宜

2

017年から3 年連 続 全 試合フル

タイム出場、今季もここまでリー

グ 戦 3 0 試合フル 出 場を果たしてい

る。屈強なフィジカルと勇猛 果 敢な
プレースタイルでトリニータの守備を
統率する要だ。第12節の対戦では、
90分間に渡ってオルンガを徹底マー
クし、Jリーグ新記録となる8試合連
続得点を阻まれたことは記憶に新し
い。前節、グランパスの堅陣に苦しん

Staff

ヘッドコーチ／井原 正巳
コーチ／栗澤 僚一
フィジカルコーチ／松原 直哉、ディオゴ リニャーレス
GKコーチ／井上 敬太

Staff

ヘッドコーチ／岩瀬 健
コーチ／安田 好隆、福井 一城
フィジカルコーチ／佐藤 淳
GKコーチ／吉坂 圭介

だ教 訓を糧に、レイソルは鈴木を擁
するトリニータの守備網を破れるか。
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J . L E A G U E D I V I S I O N 1 順位表

KASHIWA REYSOL 2020 Game Schedule
明治安田生命 J 1リーグ
節 日付

時刻

対戦相手

会場

結果

節 日付

時刻

対戦相手

会場

結果

札幌ド

◯ 1-0

順位

チーム

勝点 試合

1

川崎

76 31 24

勝

引分

4

敗 得失点差

3

2

G大阪

62 32 19

5

8

4

59 32 18

5

9

16

54

1 2月22日（土）

15:00 北海道コンサドーレ札幌

三協Ｆ柏 ◯ 4-2

18 9月23日（水）

18:30 北海道コンサドーレ札幌

2 7月4日（土）

19:00 FC 東京

三協Ｆ柏 ● 0-1

19 9月27日（日）

19:00 横浜 F･ マリノス

三協Ｆ柏 ●1-3

3 7月8日（水）

18:30 横浜 FC

三協Ｆ柏 ●1-3

20 10月3日（土）

16:00 横浜 FC

ニッパツ ◯ 3-0

3

名古屋

4 7月11日（土）

19:00 川崎フロンターレ

21 10月10日（土） 15:00 ヴィッセル神戸

三協Ｆ柏 ◯ 4-3

5 7月18日（土）

19:00 湘南ベルマーレ

22 10月14日（水） 19:00 浦和レッズ

三協Ｆ柏 △1-1

4

C大阪

58 31 18

4

9

10

6 7月22日（水）

19:30 浦和レッズ

23 10月18日（日） 15:00 湘南ベルマーレ

ＢＭＷス ● 2-3

5

鹿島

55 32 17

4

11

9

7 7月26日（日）

19:00 ベガルタ仙台

24 10月24日（土） 16:00 ガンバ大阪

パナスタ ●1-2

6

FC東京 51 32 15

6

11

3

8 8月1日（土）

18:00 名古屋グランパス

9 8月8日（土）

19:00 横浜F･マリノス

7

広島

48 31 13

9

9

12

8

柏

47 30 14

5

9

横浜FM 47 33 14

5

14 12

10

浦和

45 31 13

6

12

等々力

●1-3

三協Ｆ柏 ◯ 3-2
埼玉

◯ 4-0

三協Ｆ柏 ◯ 5-1
豊田ス

◯ 1-0

※1
30 10月28日（水）
19:00 FC東京

日産ス

△1-1

味スタ

◯ 3-1

25 10月31日（土） 16:00 清水エスパルス

三協Ｆ柏 △ 0-0

10 8月15日（土）

19:00 セレッソ大阪

三協Ｆ柏 ●1-3

28 11月21日（土） 15:00 サガン鳥栖

三協Ｆ柏 ●1-2

11 8月19日（水）

19:00 ヴィッセル神戸

ノエスタ ◯ 3-2

29 11月25日（水） 19:00 鹿島アントラーズ

12 8月23日（日）

19:00 大分トリニータ

昭和電ド △ 0-0

※
26 12月1日（火）

19:00 ベガルタ仙台

13 8月29日（土）

19:00 鹿島アントラーズ

三協Ｆ柏 ● 2-3

31 12月5日（土）

14:00 名古屋グランパス

三協Ｆ柏 ● 0-1

14 9月5日（土）

18:00 清水エスパルス

アイスタ ◯ 2-1

※
27 12月9日（水）

19:00 大分トリニータ

三協Ｆ柏

11

大分

37 30 10

7

13 -10

15 9月9日（水）

19:00 ガンバ大阪

三協Ｆ柏 ◯ 3-0

32 12月12日（土） 14:00 セレッソ大阪

ヤンマー

16 9月13日（日）

18:45 サガン鳥栖

12

神戸

36 33

9

9

15

17 9月19日（土）

19:00 サンフレッチェ広島

13

札幌

35 32

9

8

15 -13

14

鳥栖

31 31

6

15

横浜FC 29 31

8

5

18 -22

16

湘南

25 31

6

7

18 -18

17

清水

25 31

6

7

18 -21

18

仙台

24 32

5

9

18 -26

駅スタ

●1-2

33 12月16日（水） 19:00 サンフレッチェ広島

三協Ｆ柏 △1-1

34 12月19日（土） 14:00 川崎フロンターレ

カシマ

◯ 4-1

ユアスタ ◯ 2-0

Eスタ
三協Ｆ柏

※1 ACL2020日程などに伴い、変更となりました。 ※新型コロナウイルス感染の影響により、変更となりました。

2020Ｊリーグ
YBC
ルヴァンカップ
プライムステージ

0 1
1 1

PK 4 5

9/2（水）19:00
＠札幌厚別

10/7（水）19:00
＠ニッパツ

決勝 1/4
（月）
14:35 国立競技場

0 2

準決勝

10/7（水）19:00
＠等々力

0 3
9/2（水）19:00
＠ヤンマー

札幌 横浜FM C大阪

柏

準々決勝

0 6
9/2（水）19:00
＠ノエスタ

神戸

天皇杯 JFA 第100回
全日本サッカー選手権大会
3 0
9/2（水）19:00
＠味スタ

川崎F FC東京 名古屋

新型コロナウイルスの影響により大会方式
が変更になりました。Jリーグからは2020明
治安田生命J1リーグ上位2チームのみが12
月27日
（日）
に予定している準決勝から出場
し、
2021年1月1日
（金･祝）
に決勝となります。

11 14

13 12

-9
-8
-7

2020年12月6日現在

M a t c h

A n a l y s i s

12月7日時点でのデータ

※掲載されているデータはリーグ戦のものです

柏レイソル

VS

大分トリニータ

12月9日 三協フロンテア柏スタジアム

提供：データスタジアム

FOCUS
10 江坂 任
MF

江 坂 選 手 は、 こ こ ま で ９ 得 点 ア シ ス ト の 成 績 を 残
——
しています。自身のキャリアハイに迫りました。
と思います（笑）
」

ならまとめてもらって、自分はサポート役が合っている

「いや、思わないですね（笑）
。まとめてくれる人がいる

「 得 点 を取 れるに 越 し たことはないと思いま すし、取 れ

今節は大分トリニータ戦。前回対戦ではスコアレス
——
ドローに終わった相手です。

部分を試合の中で多く出せているとは思います。個人と

「今までよりも成長できたと思いますし、その成長した

発揮できたという手応えがあるのではないですか？

この数字が示すとおり、今季の江坂選手の活躍は目
——
を見張るものがあります。自身も良いパフォーマンスを

大切だと思います。前回は自分たちにもチャンスはあり

自分たちから崩れないようにまとまって戦うことが一番

たので、鹿島アントラーズ戦、ベガルタ仙台戦のように

シーンは結構あって、その中でやられなかっただけだっ

た攻撃と守備が特徴だと思います。前回対戦でも危ない

成してチームの結果が伴ってくれば一番いいと思います」

しては良い部分を出せるようになってきましたが、チー

ましたが、ボール保持の部分では結構持たれて嫌だった

断が大事だと思います」

のか、しっかりと自分たちでボールを保持するのかの判

勝負のポイントは守備になりますか？
——
「守備もそうですし、奪った後にカウンターに出ていく

るようにしたいです」

印象があります。そこはチームとして良い奪い方ができ

ムの成績に貢献してこそ評価されると思うので、そこが
伴うようにしていきたいです」
具体的にその成長した部分とは？
——
「自分がボールを持ったときに余裕ができたことが一番
の成長だと感じています」
今季はイレギュラーなシーズンになりましたが、そ
——
の中でも江坂選手は離脱することなくフルシーズンを戦
えています。
試合が次々と来る状況が自分には良かったのかもしれな

「身体のケアはこれまでとあまり変わっていないですが、
いですね。試合は楽しいですし、常に試合をしていたい
ので、ケガなしで来られているのも、連戦を楽しめてい
るからかなと思います」
疲労が蓄積するとパフォーマンスレベルも落ちてし
——
まいますが、一定以上のレベルを維持し続けています。
が悪いときも監督が辛抱強く使ってくれたので、期待に

「経験も少なからずあると思いますし、パフォーマンス
応えて貢献したいという思いがあり、頑張っている感じ
ですね。試合によっては『今日はちょっと良くないな』
と感じる日もありますが、その中でできることを割り切
ってやっていたら良いプレーができた試合もありまし
た。チームに貢献しようと、悪いなりに考えながらやっ
ていたら最後にアシストができたり、結果につながるこ
と も あ り ま し た。 そ こ は 辛 抱 強 く 使 っ て も ら っ た こ と で
結果が出た部分もあったと思います」
今季はゲームキャプテンを任されることが多くなりまし
——
た。
チーム内での立ち位置が明らかに変わったと思いますが？
たが、これだけ試合に出させてもらっているので、自分

「今までは先輩にまとめてもらっていた部分もありまし
もまとめていかなければいけないと思っています」
これまでキャプテンの経験は？
——
「大宮アルディージャ時代に一度ゲームキャプテンをやっ
自分自身をキャプテン気質だと思いますか？
——

たことはあります。あと、高校時代はキャプテンでした」

「ボールを繋ぐのが上手いですし、チームとして連動し

ればチームにも貢献できます。そこはキャリアハイを達

10

の方と最後まで一緒に戦っていきたいと思います」

調子も上がってきたので、このままファン、サポーター

サポーターにメッセージをお願いします。
——
「コロナで難しい状況にありましたが、みんな戻ってきて

カーが必要だと思います」

いけないので、そこで自分たちから崩れないようなサッ

取られると自分たちがプレッシャーに出ていかなければ

相手が出てきてくれるというのもありますが、先制点を

「先制点を取れば、むやみにプレッシャーに行かなくても

て攻撃をするかが求められますか？

は相手に引かれてスペースを消されたときに、どうやっ

ア ン ト ラ ー ズ 戦、 ベ ガ ル タ 戦 の 連 勝 は 先 制 点 を 奪 っ
——
たことで相手を前がかりにすることができました。今後

でボールを受けたいと思います」

になってしまいます。崩すために自分も含めて良い位置

シャーに来るので、裏へ蹴ってしまうと相手の思うつぼ

トリニータは守備のときは最終ラインが５枚になります。
——
「しっかり５枚で守って、前線の選手もガツガツとプレッ

Ataru ESAKA

ブラウン シュガー
うぅ、前節の負けは痛かっ
た…とはいえ、泣いても
笑っても残り4試合。レ
イソルは立ち止まらず上
を目指すだけ。ミカの得
点王＆残り全試合勝利
ゲットじゃー！進むぞー！

●柏熱（ホット）ドック／千葉県房州産のジューシーなオリ
ジナルポークソーセージをシャキシャキのオニオンと一緒
にサンドしました！とろーりチーズやスパイシーなサルサソ
ースと絡めても絶品です！当店自慢のホットドックを是非ご
賞味ください！
・レギュラードック 550円・チーズドック 600円
・メキシカンドック 600円

REYSOL Goods 2020!!
店
！
！
！
グッズ売 セール開催！
内
ム
チャンス
る
ア
れ
謝
ジ
入
タ
感
に
ス
ズン応援 ルグッズをお得に手
ー
シ
格から
0
2
価
20
イソ
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レ

品が
！
F！
対象商
50％OF
～
％
0
2

サッカーを愛する皆様へ

※画像は一例です。
※商品の縮尺率は
同率ではございません。

★実施場所：柏熱地帯1Fコンコース内グッズ売店／バックスタンドコンコース内グッズ売店
※2021年版カレンダー、2020年秋冬新商品、ヨネックス製品等、一部セール対象外となる商品がございます。
詳しくは売店店頭にてご確認ください。
※セール価格からのアソシエイツ会員割引（5％引き）はございません。
※店舗によって取り扱い商品や在庫状況が異なります。予めご了承ください。

柏レイソルアカデミー・週末のスケジュール

☀12月12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

TR

–

10:00

日立柏総合グラウンド

U18B

TM

大宮アルディージャ

11:00

志木グラウンド

U15

TM

Wings

16:00

日立柏総合グラウンド

U14

TR

–

14:00

日立柏総合グラウンド

U13

TR

–

14:00

日立柏総合グラウンド

U12

TR

–

14:00

日立柏総合グラウンド

U11

TR

–

13:00

日立柏総合グラウンド

U10

TR

–

17:30

日立柏総合グラウンド

☀12月13日
（日）
チーム

内容

対戦相手

時間

場所

U18A

プレミアリーグ

FC東京

13:30

日立柏総合グラウンド

U18B

サポート

–

–

–

U15

TR

–

10:00

日立柏総合グラウンド

U14

メトロポリタンリーグ

FC東京むさし

16:00

FC東京小平グラウンド

U13

リーグユナイテッド

横浜FC

15:30

日立柏総合グラウンド

U12

TM

ヴァンフォーレ甲府

9:00

日立柏総合グラウンド

U11

県大会

–

終日

ブリオベッカフィールド明海

U10

TM

ヴァンフォーレ甲府

10:30

日立柏総合グラウンド

※アカデミー活動の見学は、当面の間、感染拡大の予防のため、
チーム関係者以外お断りしております

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。

リ12月に入った時点では、残り6

ーグ戦も残り4 試合になった。

口にしている。こうした言葉からも、
選手のモチベーションは失われては
いないようだ。
ルヴァンカップのタイトル獲得のた
めに、チームとして成熟を見据えた4
試合であるとともに、それ以外の視
点でも十分に楽しめる要素がある。
まずは前回のコラムでも取り上げ
た、ベガルタ仙台戦でレイソルのリー
グ戦歴代得点数トップの 66 に並んだ
クリスティアーノの記録更新だ。クリ
スティアーノ自身が「この記録を超え
て見せる」と新記録樹立に並々ならぬ
モチベーションを燃やしているため、
ラスト4 試合で達成される可能性は
高い。
そして現在 26 得点を挙げているオ
ルンガ。得点ランキング 2 位のエヴェ
ラウド（鹿島アントラーズ）とは 9 得点
の差があり、しかも残り試合数に関
してはレイソルの方が多い。となれば、
オルンガのレイソル史上初の得点王
誕生はすでに秒読み段階だ。ただ、
ここまで来たら、ぜひとも大台の 30
得点を期待したいところだろう。
過去には 1998 年に中山雅史（ジュ
ビロ磐田）が残した 36 得点という大
記録こそあるものの、近年は戦術の
統制化が進んだこともあって得点王
の目安は 20 得点前後だとも言われて
いる。現に昨年の得点王は仲川輝人

ラスト４

試合全勝で ACL 出場権 獲 得を狙っ
たが、“6 ポイントマッチ”と位置付け
た名古屋グランパス戦に敗れたこと
で、その目標が遠のく形となった。
残りの 4 試合、レイソルが全勝して
も勝点は 59 に留まる。週末の試合で
グランパスが引き分け以上なら勝点
が 60 を越えるため、レイソルの 3 位
以内は消滅する。前節の敗戦が厳し
い1 敗となったのは確かだが、それ
でも残りの 4 試合の戦い方に大きな
影響を及ぼすわけではない。
「 残りの 4 試 合 はこれまでと変 わら
ず、誠 実にやっていくだけ。リーグ
戦は 19 日に終わるが、この先の 4 試
合 は 1 月4日のY BC ルヴァンカップ
決勝に向けての準備も兼ねての戦い
になる。まずはリーグ戦をなるべく良
い順位で終え、良い形で来季につな
げる。そしてルヴァンカップ決 勝に
向けての良い準備にしたい」（ネルシ
ーニョ監督）
監督が明言したこの内容は、当然
選手とも十分な共有が図られている。
瀬 川祐輔もまた「残り4 試合全勝は
マスト。ルヴァンカップ決勝も控えて
いるので、この 4 試合でチームとして
もレベルアップしていきたい」とラスト
4 試合に向けて、戦い方のイメージを

とマルコス・ジュニオール（ともに横
浜 F・マリノス）の15 得点であり、30
得点以 上を挙げたのは 2005 年にア
ラウージョ（ガンバ大阪）まで遡らな
ければならない。30 得点というのは、
それだけの大記録だ。
オルンガが得点ランキングでトップ
ならば、アシストランキングのトップ
は江坂任の10 アシストである。これ
は西澤 健 太（清水エスパルス）、水
沼宏太
（F・マリノス）と並ぶ数字だが、
江坂がアシスト王に輝けば、レイソル
はクラブとして得点・アシストの二冠
を達 成することになる。さらに江坂
はリーグ戦 9 得点で、自身のキャリア
ハイにも王手をかけた。あと1 得点
で二桁得点・二桁アシストに到達す
る。この“ダブル・ダブル ”は、欧州
リーグでもリオネル・メッシ（バルセ
ロナ）やケビン・デ・ブライネ（マンチ
ェスター C）など、限られた選手しか
達成していない偉大な記録でもある
のだ。
大詰めとなったリーグ戦のラスト4
試合。勝利のみならず、ルヴァンカ
ップ決勝へ向けたチームのさらなる
レベルアップ、個人記 録など、まだ
まだ見どころは多い。

Reysol Report
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。

12/19（土）川崎戦▶12/13（日）BIGアソシエイツ会員先行販売、
12/14（月）アソシエイツ、一般販売開始！

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！

We Support KASHIWA REYSOL 2020
◎ユニフォームスポンサー
◎CSR（社会貢献）パートナー

◎アカデミースポンサー

◎サプライヤー

◎オフィシャルグラウンドクルー

◎クラブスポンサー

柏レイソルパートナー

KASHIWA REYSOL Partner

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。
JAちば東葛

アスリート

FCアクティブ柏

柏ラッセルFC

桜田建設

ヒガキオートサービス

オフィス神山

菓子工房 モン. シェフ

SEPT

柏レイソルＡ．
Ａ．
ＴＯＲ’
８２

サンアドバンス

日立ヘルスケア・マニュファクチャリング

日立建設設計

柏プラネット

あおば歯科

柏レイソルA.A.流山

芝園開発（Fitness24 by:cycle24h） ボックスウッド

グーロクリエイト

なつの製作所

インテックホーム

柏レイソルアライアンスアカデミー野田

新柏倉庫

八木歯科医院

常南通運

ロイヤルガーデンパレス柏日本閣

ヴィスポ柏９９フットボールクラブ

カナリーニョフットボールクラブ

スパークル

ヤノハウスコート

常陽商事

柏二番街商店会

海賊船

Seneca

創作料理 銀の趣

山猫屋珈琲店

野田小型運送

柏市まちづくり公社

風早レクトFC

木村ガラス

相鉄フレッサイン千葉柏

ユニホームサービス

日立産機システム

助川工務店

柏駅前通り商店街振興組合

こがね整骨院・松戸市外反母趾研究所 ダスキンベリエール

フルハシ商事

パルシステム千葉

柏エフォートフットボールクラブ

子供水着のサンディア

文化工房

ミツワ堂

柏魚市場

コナンテック

てらだデンタルクリニック

東京海上日動火災保険

明月苑

柏商工会議所

こまいぬブルワリー 柏ビール

トイプードル専門ブリーダーのプードルライフ

秋田運輸

流通サービス

柏マイティーフットボールクラブ

ザ・柏タワースクエア駐車場

南洲興業

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

テガサイエンス

リューセイ

