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MEMORIAL MATCH

柏レイソル ガンバ大阪

1 0　前半　0 01　後半　0

7 MF

大谷秀和
Hidekazu OTANI

35 FW

細谷真大
Mao HOSOYA

25 DF

大南拓磨
Takuma OMINAMI

開幕からなかなか勝ち星を重ねられず、上からも離されてしまうと
いうことで、早く勝利が欲しいという気持ちが強い試合でした。特に
変えた部分はなかったですが、全体的に前への勢いや、ボールへの寄
せを含めて一つひとつのプレーでチームの状態が良くなっていまし
たし、自分たちがやろうとしていることを多く体現できていたと思
います。あの時間帯で自分が呼ばれたのは、少しチームに疲労が見え
始め、オープンな展開になるとガンバの前線には個人で打開できる
選手が揃っているため、ボールを落ち着かせてほしいという監督の
意図があったと思います。得点はセットプレーの流れでした。ガンバ
のセンターバックも強いので、ミツ（三丸）のクロスのボールスピー
ドと、（上島）拓巳、（大南）拓磨の入り方を見て、直感で「こぼれてきそ
うだな」と思ってあのポジションを取りました。東口選手はレベルの
高いGKなので、ボールが見えていればおそらく反応できていたと思
います。ああいう状況では味方も敵もブラインドになるため、とにか
くシュートを人に当てないということを意識しました。戻りながら
打ったので綺麗にヒットしたわけではなかったですが、逆にそれが
良かったと思います。良い試合内容で勝点3を取れて、この戦いをし
ていけば勝てるという感覚をみんなが掴みました。あの勝利がその
後の連勝につながったと思いますが、今年はそれが長続きしなかっ
たことが一番の課題です。

26 MF

椎橋慧也
Keiya SHIIHASHI

柏レイソル 徳島ヴォルティス

5 3　前半　0 12　後半　1

連勝して臨めたホームでの試合で、自分としても良いイメージを持っ
て入れましたし、チームとしても全員が共通意識を持ってプレーでき
ていたと思います。連勝中で気持ち的にもアグレッシブさが出て、早
い時間帯に先制でき、それで試合を楽に進められたことが大きなポイ
ントだったと思います。あの時のボランチのコンビは（仲間）隼斗くん
でした。隼斗くんは相手へのアプローチが強く、ボールも持てるので、
中盤の強度は増したと思いますし、縦に速いプレーが成功していたイ
メージがあるので、そこに攻撃的な隼斗くんが入ることで前への推進
力も上がったと思います。僕の得点はチームの3点目でしたが、あの
シーンは僕自身もよく覚えています。僕のめざしているスタイルは得
点を取れるボランチなので、チャンスではゴール前に入っていくこと
は意識しています。あの前のシーンで、（北爪）健吾くんへパスを出し
たのは隼斗くんでした。ボランチがサイドへ振って、もう一人のボラ
ンチがゴール前のポジションに入っていくという状況でしたが、もし
あそこでボールを失ったとしてもすぐに守備にいけると思っていた
からこそ、自信を持って入っていくことができました。その強気の姿
勢が得点につながり、チームも大量得点ができた印象的な試合でした
が、守備でもコンパクトさを保ちながら、後ろの選手も背後のケアが
でき、中盤でも潰せて、前線からもメリハリのある守備ができた試合
でした。

湘南ベルマーレ 柏レイソル

2 1　前半　0 41　後半　4

それまで8試合勝ちがなく、チームとして一番苦しい時期に迎えた試
合だったと思います。あのベルマーレ戦でも攻撃に出ていく枚数が
少なく、守備でも簡単にやられて失点をしてしまい、前半はうまくい
かないことの方が多かったです。後半に1−2と勝ち越されましたが、
VARの判定でベルマーレの得点が取り消され、終盤まで1点差だっ
たことで、チームには「まだ追いつける」という雰囲気がありました。
アディショナルタイムの同点ゴールはセットプレーのセカンドボー
ルからでした。僕はセットプレーの流れで前線に残っていて、マーさ
ん（三原）が入れたクロスを（神谷）優太が絶対に折り返してくると
思ってゴール前に入ったので、ボールが来た後は触るだけでした。あ
の1点で勢いが出ましたし、大勢のサポーターがアウェイまで足を運
んでくれていたので、サポーターの応援も選手の諦めない気持ちに
つながったと思います。なので「守って勝点1で終わろう」とはなら
ず、「もう１点を取って勝とう」という気持ちになりました。ベルマー
レもホームでしたし、前へ出てくる姿勢が強く、背後には大きなス
ペースがありました。そのスペースを突いて、最後は立て続けにゴー
ルを決めることができました。残留争いの直接対決で勝てたことは
大きかったですし、それまで8試合勝てていない状況でようやく勝て
たので、今シーズンのターニングポイントの試合になりました。

ヴィッセル神戸 柏レイソル

1 0　前半　0 21　後半　2

アントラーズ戦で良い勝ち方をして中断期間に入りました。チーム
も良いイメージを掴み、中断期間中の紅白戦でも良い形が出ていた
と思います。自分も再開後のヴィッセル戦に向けて勝利につながる
プレーをしようと思っていたので、日々の練習を全力でやっていま
したし、前半戦とは違う姿を見せなければいけないと思っていまし
た。ヴィッセル戦では、自分は1−1の状況で起用されました。まずは
相手のセンターバックに良い形でビルドアップをさせないことを考
えながら、チャンスがあれば相手の背後に抜けてゴールを決めてや
ろうと思って試合に入りましたし、相手も最後はかなり前に出てき
ていたので、背後にスペースがあるとは感じていました。最後の得点
は、速い切り替えから最初に起点を食ったのは瀬川くんです。自分は
途中出場だからこそ違いを見せなければいけないので、ミツくん（三
丸）にボールを落とした後にゴール前へ入っていきました。自分の後
ろにいた酒井高徳選手が付いてこなくて、ここはチャンスだと思い
ましたが、最初は右でパスを受けたクリスがシュートを打つと思い、
そのこぼれ球を狙っていました。それでクリスと同じラインで待っ
ていたら、クリスがフリーだった自分のことを見てくれたので、あと
は流し込むだけでした。時間帯も時間帯でしたし、決勝点を決めるこ
とができてすごく嬉しかったです。あのようにチームメートと喜び
合う感覚を、久しぶりに味わうことができました。

MEMORIALMEMORIAL MATCHMATCH

2021明治安田生命J1リーグ 第11節

2021年4月24日（土）　16:03Kickoff　三協フロンテア柏スタジアム

入場者数 ： 4,374人　天候 ： 晴　気温 ： 21.8℃
2021明治安田生命J1リーグ 第20節

2021年6月27日（日）　19:03Kickoff　レモンガススタジアム平塚

入場者数 ： 4,242人　天候 ： 雨のち曇　気温 ： 22.8℃
2021明治安田生命J1リーグ 第23節

2021年8月9日（月･祝）　18:03Kickoff　ノエビアスタジアム神戸

入場者数 ： 8,707人　天候 ： 曇　気温 ： 27.4℃

選手が振り返る2021メモリアルマッチ

2021明治安田生命J1リーグ 第9節

2021年4月11日（日）　17:03Kickoff　三協フロンテア柏スタジアム

入場者数 ： 5,555人　天候 ： 晴　気温 ： 15.3℃

©J.LEAGUE ©J.LEAGUE

©J.LEAGUE
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MEMORIAL MATCH

徳島ヴォルティス 柏レイソル

0 0　前半　1 10　後半　0

17 GK

キムスンギュ
KIM Seung Gyu

20 DF

三丸拡
Hiromu MITSUMARU

サガン戦ではボランチの背後を突かれて大敗していたので、ヴォル
ティス戦に向けてのミーティングでは、ネルシーニョ監督から映像
を使いながらどうやって守るかという細かい話がありました。守備
の狙いをチーム全体で共有できていたので、ヴォルティス戦では相
手のボールを引っ掛けて、カウンターに出ていくシーンを作れたと
思います。良い守備から良い攻撃ということを強く意識できました
し、あの試合で瀬川くんと（細谷）真大が2トップで出ていたというこ
とは、前から規制をかける狙いもあったと思います。攻撃では、自分
たちが良いボールの動かし方ができていたわけではなかったので、
前線からの守備で相手のミスを誘い、瀬川くんが得点を決めてくれ
たことは、後ろの選手からすれば本当に助かりました。後半はヴォル
ティスの攻撃に押し込まれる時間帯が長くなりましたが、今シーズ
ンは苦しい時間帯に耐えきれず、失点して負ける試合が多かったの
で、押し込まれても失点をしないで勝ち切れたことは守備陣として
は自信になりましたし、1−0というスコアや勝点以上に得るものが
多かった試合だったと思います。もちろん自分たちの時間帯を増や
して勝つことも大切ですが、苦しいときにズルズルと行って負けて
しまうのではなく、耐えられるようにならなければ上には行けない
と思うので、今後は苦しくても耐えて勝ち切れる試合をもっと増や
さなければいけないと思います。

9 FW

クリスティアーノ
Cristiano

柏レイソル 横浜FC

2 1　前半　1 11　後半　0

順位を見ても、ヴォルティス、横浜FCとの試合は残留するうえでは
重要な一戦になりました。勝てば自分たちが勝点3を積み上げ、相手
には勝点3を与えない、まさに勝点6の価値のある試合だったと思い
ます。私はすべての試合において集中力を高めて臨んでいますが、こ
うした直接対決に対してはさらに集中を高めて、そして自分が全力
を尽くし、90分間を戦い抜いてチームの勝利に貢献するという気持
ちで決勝戦のつもりで戦いました。前半にPKを外してしまいまし
たが、その後も集中を切らすことはなかったです。後半の決勝点はゴ
ラッソでしたね。縦パスを入れた後は、大声で瀬川を呼んでパスを要
求しました。あのゴールには私のすべての特徴が凝縮されていたと
思います。形も美しいゴールでしたが、何よりあのゴールによって自
分たちが勝利を掴めたことが、もっとも重要だったと思います。私は
レイソルで、公式戦では100ゴール近く決めています。その中でも5
本の指に入るゴールだったのではないでしょうか。横浜FC戦の後は
FC東京戦にも勝ち、3連勝を収めて順位を上げることができました
が、私たちが置かれていた状況を考えてみても、非常に重要な勝利に
なったと思います。今シーズン、本来はもっともっと多くのゴールを
決めたかったのですが、そのゴールが何に影響したかということも
大切なので、最終的にはまずまずのパフォーマンスができたのでは
ないかと思います。

清水エスパルス 柏レイソル

0 0　前半　0 10　後半　1

その前のガンバ戦とベガルタ戦では、前半の早い時間帯に失点をし
ていましたが、まずは守備で我慢ができれば90分間の中で相手を上
回ることができるという手応えを感じていたので、選手同士で声を
かけ合い、集中して試合に入りました。ディフェンスでは縦横のコン
パクトさを保ち、前半から良い守備はできていましたが、攻撃では
簡単なパスミスがあり、ハーフタイムにはボールを奪った後にどう
やって攻撃をするかという修正が入りました。守備では狙いどおり
の形から良いカウンターに出て行けたので、パスミスさえなくなれ
ば、もっともっとカウンターの回数も増えると思いましたし、後半は
攻め急ぐのではなく、自分たちの時間を作ることも意識してやって
いました。エスパルス戦の前から、ネルシーニョ監督から逆サイドで
攻撃しているときのサイドバックの守備の位置や、リスクマネジメ
ントについて細かく話があり、そのポジショニングを取っていたか
らこそ、得点のチャンスでは一気にペナルティエリアまで入ってい
くことができました。サイドバックも攻撃に参加するというチーム
の狙いと、個人的にも出ていけるときは積極的に行くという姿勢を
示すことができたと思います。シュートを打った瞬間はボールが軽
く感じられましたが、まさかあんな良いコースに行くとは思いませ
んでした。決まった瞬間は、僕にとって初ゴールだったので実感も湧
かず、喜び方もわかりませんでした。

柏レイソル セレッソ大阪

1 0　前半　0 01　後半　0

レッズとグランパスに連敗していましたが、セレッソに勝てば残留
が決まるかもしれないという状況で迎えた試合でした。長いシーズ
ンを見れば、確かに連敗は良くないことです。ただ、その時の自分た
ちの置かれている状況を考えれば、残留のためには目の前の試合に
勝つということが重要でしたので、まずは1勝ということにフォー
カスして準備をしてきました。セレッソは攻撃的なチームで、しっか
りとビルドアップをしてきます。我々はそれに対して前線から一番
後ろまで連動し、全員で陣形をオーガナイズした守備ができたと思
います。相手の決定的なチャンスはほとんどなかったと思いますし、
チャンスを作らせなかったということは、我々が準備してきた戦い
方を出せていたということだと思います。前からの守備がハマって
いれば、自ずと相手の攻撃の選択肢は制限されますし、チームの守備
が機能していたことで、自分も次のプレーを予測しやすかったです。
でも自分たちがボールを握り、攻撃する時間が長くなれば、そのぶん
相手がいつカウンターに出てくるかわかりません。自分はいつもと
変わらず、相手がいつ攻撃に出てきてもいいように常に準備をして
いました。シーズンの前半戦は失点が多く、成績も良くありませんで
した。ただ、後半戦は前半戦の課題を修正できて結果につながったと
思いますし、終盤戦に見せた守備の安定感を、来シーズンは継続して
いかなければいけないと思います。

4 DF

古賀太陽
Taiyo Koga

MEMORIAL MATCH
選手が振り返る2021メモリアルマッチ

2021明治安田生命J1リーグ 第32節

2021年10月16日（土）　15:03Kickoff　IAIスタジアム日本平

入場者数 ： 7,979人　天候 ： 曇　気温 ： 21.9℃
2021明治安田生命J1リーグ 第35節

2021年11月7日（日）　16:03Kickoff　三協フロンテア柏スタジアム

入場者数 ： 6,458人　天候 ： 曇時々晴　気温 ： 19.4℃
2021明治安田生命J1リーグ 第27節

2021年8月29日（日）　19:03Kickoff　三協フロンテア柏スタジアム

入場者数 ： 4,344人　天候 ： 曇　気温 ： 27.7℃

©J.LEAGUE

©J.LEAGUE ©J.LEAGUE

2021明治安田生命J1リーグ 第26節

2021年8月25日（水）　19:03Kickoff

鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム

入場者数 ： 3,384人　天候 ： 晴　気温 ： 26.6℃

3 4



M
ATCH REVIEW

MATCH REVIEW

試合結果の詳しい情報は 試合中のLIVE速報はTwitterで

ベガルタは守備重視のチームなので、ゴール
前に侵入できない状況が多かったのですが、
相手のディフェンスと中盤の間にはスペース
ができると感じていました。そこでボールを
受けたらシュートを打ってみようと思ってい
たので、思い切って左足を振った結果、得点に
つながりました。ボールを持つ時間も多かっ
たので、もっともっと速くボールを動かして、
相手を疲れさせるプレーができたら、より多
くのチャンスを作れたと思います。

FW 39 神谷 優太  Yuta KAMIYA

レッズ戦とグランパス戦の反省を活かして、
まずはやられないということを考えて、中途
半端な守備をすることなく守ることができた
と思います。得点は僕らしくない良い形で取
れました（苦笑）。シイ（椎橋）が中央でうまく
時間を作ってくれたので、僕の周りにスペー
スができましたし、シイのパスが良かったと
思います。全体的に攻撃に厚みを出せたと思
いますし、まずは残留を決めることができて
ホッとしました。

DF 25 大南 拓磨  Takuma OMINAMI

これまで日本サッカー界で17年間監督を務めてきました。
日々、誠実に目の前のタスクに向き合ってきた積み重ねが、200
勝という記録につながったと思います。非常に嬉しく思ってい
ますし、私に携わってきてくれた方々に感謝の気持ちを伝えた
いと思います。収めた200勝は、どの勝利も表現できないぐら
い気持ちの良いもので、嬉しいものでした。その中で印象深い1
試合を挙げるとすれば、2011年の最終節に浦和レッズに勝ち、
J1優勝を決めた試合です。私自身のみならず、レイソルに関わ
るすべての人の記憶に刻まれた貴重で意味のある勝利だったと
思います。いまだにスタジアムの廊下に飾ってある当時の写真
を見ると、感極まる思いがします。

1-1
2021明治安田生命J1リーグ 第31節

柏レイソル ベガルタ仙台

1-0
2021明治安田生命J1リーグ 第35節

柏レイソル セレッソ大阪

監督 ネルシーニョ  Nelsinho
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この2年間はコロナ禍というのもあり、世の中の状況が変
わっていく中で、自分がサッカーというスポーツにおい

て何ができるのかということを考える時間が多かったです。し
かも昨年9月にケガをして、サッカーをしない時間も長くなり
ました。レイソルに来てからの２年間を振り返ると、自分の価
値観や価値の位置付けを考える日々が続いていたと思います。
　まず、レイソルに来たばかりの頃は、僕にとってJ1初挑戦
だったので、プレースピード、プレーの質、プレーの量が思って
いたよりもレベルが高いという印象でした。もちろん最初から
うまくいかないという想定はしていましたが、自分の力不足で
開幕戦はベンチ外。プレーのインテンシティ（強度）や戦術面
を含めて早くJ1に慣れなければいけないと感じていました。
ただ、自分の力不足を受け止めつつも、少しずつ試合に出る機会
は増えていったので、そこは自分の良さを周りの選手に知って
もらえたり、徐々に力を出せるようになっていったのではない
かと思います。そこはポジティブに捉えています。
　監督の求めていることや、チーム全体としてやるべきことを
整理できていましたし、ケガ人が出たり、連戦の疲労でポジショ
ンに穴が空いたときには、いろいろなポジションで起用してい
ただきました。僕自身、どこのポジションが本職なのかがわか
らないぐらい（苦笑）、複数のポジションができると思っていま
す。選手としては試合に出ることが一番ですし、どのポジショ
ンでもできるという立ち位置で試合に絡み続けることは大切だ
と思っています。実際に、試合中に4バックから3バックに変更

して、僕のポジションもボランチからウィングバックに変わっ
たこともありました。そこで監督から求められたプレーができ
ていないとすぐに評価も変わってしまうので、最低限のタスク
は果たせていたと思います。ただ、試合に出る機会が増えたぶ
ん、次は得点を目標にしていましたが、結果を出せなかったこと
は反省しています。
　昨年の9月にケガをしてしまった後は、「仕方がない」とすぐ
に切り替えて、リハビリに取り組んでいました。僕自身、ああ
いった大ケガの経験がなかったので、知らないがゆえにケガに
対して楽観的に捉えていたのかもしれません。今になって思え
ば、復帰までのスピードは妥当だったとは思いますが、もう少し
早く治ると思っていたので、時間の経過とともに焦りや葛藤は
少なからずありました。でも自分がピッチに戻ったときに何が
できるのか、何をしなければいけないのか、それをじっくりと考
える時間ができたのは良い経験になりましたし、ケガをしてい
る期間に自分の考えを整理することができました。
　練習に復帰したのは今年の4月中旬です。その頃はまだゲー
ム形式の練習には入れなかったので、最初はボール回しだけと
か、ゲーム形式でもサーバーを務める形で部分合流から入りま
した。自分としては少しでも早くチームの活動に戻りたいと
思っていたので、監督やメディカルスタッフの方々に僕の考え
を理解していただき、寄り添って考えていただいたことはすご
くありがたかったです。よりいっそう、早く復帰して恩返しし
なければいけないと感じました。全体練習に合流したのは5月
半ばから6月で、そこからは公式戦復帰に向けてイメージもで
きあがっていましたし、わりとスムーズに進んでいったと思い
ます。
　6月23日の復帰戦は忘れられないですね。対戦相手がジュ
ニアユース時代を過ごした浦和レッズというのもあって、いろ
いろな巡り合わせを感じました。ウォーミングアップ中のスタ
ジアムの雰囲気も良かったですし、いろいろな方々に支えてい
ただいてピッチに戻ってこられたと感じました。すごく幸せな

▶1995年9月26日生まれ
▶埼玉県出身
▶170cm･66kg
▶常盤SSS（さいたま市立
常盤小）→浦和レッズJr
ユース（さいたま市立常盤
中）→市立浦和高→筑波大
→'18アルビレックス新潟
→'20柏レイソル

profile

 

戸
嶋
祥
郎

Sachiro TOSHIMA

MF 28

やっと
スタートラインに立てた
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日で、やっとスタートラインに立てた気がしました。
　本当は、復帰当初から「こういうプレーがしたい」というのは
ありましたが、割り切って今できることを最大限の力でやろう
と切り替えました。でも、目の前のことを頑張ると言いながら
も、しばらくはどこかで力をセーブしたり、言い訳を作ったり
していたんだと思います。そういうプレーを監督に見透かさ
れていて、徳島ヴォルティス戦の後には「45分でもいいから力
を出し切ってくれ！」と言われてしまいました。でもそのおか
げで自分に言い訳をせず、出せるものを出し切らないといけな
いという覚悟を持ちました。自分自身、自信はありませんでし
たが、次の横浜FC戦では勇気を持って臨むことができたと思い
ます。気持ちの切り替えもそうですが、ケガから復帰してコン
ディションが上がり、プレースピードやタイミングに付いてい
けるようになったのも、あの横浜FC戦からだった気がします。
ボレーシュートは入らなかったですが（苦笑）、あのシュートが
ゴールにつながるということはそれまではなかったので、そう
いうことも含めて、全てがハマるきっかけになった試合だった
と思います。
　現状ではまだ出場時間が少なく、その中で何を残せるか、練習
の中から自分は何ができるのかを示したり、チームにとって良
いものを残さないといけないと思っています。今までどおりタ
フにプレーすることもそうですが、結果はもちろんのこと、1対
1の勝率や、ボールを味方選手につなげる確率を100％に近づ
けていくことが、僕みたいな選手にとっては評価につながるの
で、そこにはこだわっていきたいと思います。
　レイソルは、もっともっと上のレベルで戦うことをめざして
いますし、選手やチームの環境を見ても、もっと上にいなければ
いけないクラブだと思います。今年はめざす目標から離れてし
まいましたが、逆に噛み合った試合では勝利に向かっていくパ
ワーを出せましたし、そういう試合では結果を残せていると思
います。相性が良いチームに対しては、その勢いのまま戦って
勝つことができる。でも噛み合わせが良くなかったり、「今日は
うまくいかないな」という試合になったときにガラッと試合内

容が変わってしまいました。そういう試合こそ踏ん張って勝点
を積み重ねていかないと、めざしている目標にはたどり着けな
いと思うので、そこは来年に向けたチームの課題だと捉えてい
ます。逆に課題が明確なぶん、重点的にそこを見直して、修正し
ていきたいと思います。
　僕たちがめざしているのはタイトルとアジアで戦うこと。そ
の目標に向けて、来年はさらに努力していこうと思います。

最 近はよく聴くのは『BE:FIRST』と『Ado』です。確か
YouTubeで見て、それをきっかけに聴くようになったんだと
思います。練習の行き帰りの車の中でも、最近は『BE:FIRST』
と『Ado』の曲を流していますね。音楽は特別詳しいわけではな
く、人並みに聴く程度ですが、クラブハウスのマッサージルーム
では、邦楽の最新ヒットチャートが流れているので、それでいい
なと思った曲をよく聴いています。

Q1.自分の長所は？

手先が器用なところ

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？

夏。理由は、、、やっぱ夏でしょ

Q3.みんなにオススメしたいものは？

OULABOの入浴剤

Q4.得意料理は？

筑前煮

Q5.都会と田舎、住むならどっち？

都会。理由は田舎に住んだことがないから

Q6.好きな女性のタイプは？

オシャレな人

Q7. 学生に戻ったら何がしたい？

英語の授業を真剣に取り組みたい

Q8.今季のレイソルMVPは？

スンギュ。レイソルを助けてくれたから。

Q1.自分の長所は？

シュートストップ

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？

春と秋。暑すぎず寒すぎず、過ごしやすい気候

だから

Q3.みんなにオススメしたいものは？

コンビニのローソンさんはとても便利です

Q4.得意料理は？

キムチチゲ、テンジャンチゲ

Q5.都会と田舎、住むならどっち？

都会。都会の方がいろいろと便利だか

ら。

Q6.好きな女性のタイプは？

かわいくて、まじめな人

Q7. 学生に戻ったら何がしたい？

ヨーロッパでサッカーをしたい

Q8.今季のレイソルMVPは？

古賀太陽。一番多くの試合に出て、

DFラインに欠かせない選手です

Myお気に入り

『BE:FIRST』と『Ado』

Q&A
選 手 に い ろ い ろ 質 問選 手 に い ろ い ろ 質 問 ！！

高橋峻希 SHUNKI
TAKAHASHI DF 6

キムスンギュKIM
Seung Gyu GK 17
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Q1.自分の長所は？

わかりません…

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？

秋と冬。ファッションを楽しめる時期だから

Q3.みんなにオススメしたいものは？

マテ茶。健康に良い！ 

Q4.得意料理は？

チャーハン

Q5.都会と田舎、住むならどっち？

田舎。静かに過ごせて自然を感じられるから

Q6.好きな女性のタイプは？

ショートヘアーの女性

Q7.学生に戻ったら何がしたい？

サッカー

Q8.今季のレイソルMVPは？

すべての選手。みんなが頑張ったから

Q1.自分の長所は？

ポジティブ。行動力がある

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？

秋。サッカーがしやすい気候だし、金木犀の匂いが
好きだから

Q3.みんなにオススメしたいものは？

読書。考え方や引き出しが本当に増えます！

Q4.得意料理は？

肉野菜炒め

Q5.都会と田舎、住むならどっち？

どちらも好き。住めば都です。

Q6.好きな女性のタイプは？

同じ価値観、リズムを持ってる人

Q7.学生に戻ったら何がしたい？

いろんな講義を受けたい

Q8.今季のレイソルMVPは？

クリスティアーノ。大事なところで点を決めてくれた

Q1.自分の長所は？
右足のキック

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？
夏。夏の海や山に行くのが好きだから

Q3.みんなにオススメしたいものは？
乃木坂46

Q4.得意料理は？
炒め物だけできます！

Q5.都会と田舎、住むならどっち？
都会。都会の方が生活に困らないから。でも田舎に
も旅行で行って非日常感を味わいたいです

Q6.好きな女性のタイプは？
笑顔が素敵な人。くしゃっとした笑顔が好きです

Q7.学生に戻ったら何がしたい？
学校行事にあまり参加できなかったの
で学校行事を楽しみたい

Q8.今季のレイソルMVPは？

キム・スンギュ選手。チームが苦しい時も
チームを勇気づけるすばらしいセーブが
たくさんあったので。

Q1.自分の長所は？

優しい

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？

春（気温がちょうどいいから）

Q3.みんなにオススメしたいものは？

学研のおすしドリル（娘が楽しんでます）

Q4.得意料理は？

オムライス

Q5.都会と田舎、住むならどっち？

田舎（ゆっくり過ごしたいから）

Q6.好きな女性のタイプは？

よく笑う、笑顔の可愛い人

Q7.学生に戻ったら何がしたい？

スターバックスでバイトしてみたい

Q8.今季のレイソルMVPは？

瀬川祐輔（一緒にプレーして、とて
も良い選手だと思いました）

Q1.自分の長所は？

集中力

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？

秋。涼しいから

Q3.みんなにオススメしたいものは？

ベンチプレス、スクワット。健康に良いからみんな
やった方がいいですよ。

Q4.得意料理は？

スパイスカレー

Q5.都会と田舎、住むならどっち？

田舎。人込みは苦手です

Q6.好きな女性のタイプは？

料理の上手な人

Q7.学生に戻ったら何がしたい？

めちゃくちゃ勉強したい

Q8.今季のレイソルMVPは？

古賀太陽。今年一番試合に出ているから

Q1.自分の長所は？

負けず嫌い

Q2.春夏秋冬、好きな季節は？

冬。冬服が好きだからです

Q3.みんなにオススメしたいものは？

アニメの「キングダム」

Q4.得意料理は？

肉じゃが

Q5.都会と田舎、住むならどっち？

20～30歳代は都会で「いろいろショッピングした
い」。40歳代は迷います。50～60歳代は田舎で

「落ち着きたい」

Q6.好きな女性のタイプは？

ショートカット

Q7.学生に戻ったら何がしたい？

体育祭

Q8.今季のレイソルMVPは？

大南拓磨選手。劇的なゴールを決めてく
れたから

Q&A 選 手 に い ろ い ろ 質 問選 手 に い ろ い ろ 質 問 ！！

武藤雄樹 Yuki
MUTO FW 19

三丸 拡 Hiromu 
Mitsumaru DF 20

細谷真大 Mao
HOSOYA FW 35

神谷優太Yuta 
Kamiya FW 39

上島拓巳 Takumi
KAMIJIMA DF 44

松本健太 Kenta
MATSUMOTO GK 46
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　「前よりもキャプテンが様になってきたな」

　今シーズンのとある日、古賀太陽は大谷秀和からそう声をかけら

れたという。

　U-18ではキャプテンを務めていた古賀が、トップチームで初め

て腕章を託されたのは昨シーズン第20節の横浜FC戦だった。そし

て今シーズンは大谷の欠場と江坂任の移籍もあり、第17節の北海道

コンサドーレ札幌戦以降は一貫してキャプテンを任されてきた。

　しかし5月から6月にかけて、レイソルはリーグ戦8試合未勝利の

もっとも苦しい時期にあった。

　「チームの結果が出ていないときこそ、キャプテンの存在はすごく

大切だと感じさせられました」

　古賀はそのタイミングでキャプテンを務めることに重圧も感じて

いた。ただ、他の選手たちも非常に協力的で、少しでもチーム状態が

良化するように古賀をサポートしていた。上島拓巳が「太陽は大声

を出すタイプではないから、そういう役割は僕みたいな選手がやれ

ばいいし、太陽は彼自身の良さをそのまま発揮してくれたらいい」と

言えば、瀬川祐輔も自らが率先して選手同士のコミュニケーション

を図り、課題の修正やイメージの擦り合わせに努めていた。

　そんな周囲のサポートにも助けられ、古賀は「自分だけで抱え込む

ことはなかったです」とチームの状況を振り返った。そして古賀も

また、周囲のサポートがあるからといってそればかりに甘えるので

はなく、今まで以上の責任感を携えて日々サッカーと向き合ってい

た。

　「ピッチ内でうまくいっていないことに対して、自分自身がどう

にかしなければいけないという責任だったり、選手同士でコミュニ

ケーションを取って『もっとこうしよう』という会話は今まで以上に

増えました。」（古賀）

　古賀のキャプテンとしての振る舞いに著しい変化を感じたのは

夏以降である。現在はコロナ禍の応援規制もあり、試合では選手の

コーチングの声がスタンドまでよく聞こえる。その中で、古賀の声

かけやコーチングが以前にも増して届くようになった。また、試合

中におけるレフェリーとのコミュニケーションでも、自分が先頭に

立ってジャッジの内容を確認する姿も見受けられた。当時、染谷悠

太に古賀の振る舞いの変化を訊ねたところ、「太陽、いいですよ。練

習でも声がよく出るようになりましたし」と、染谷も古賀の変化を口

にしていた。

　古賀の成長と変化を促したきっかけのひとつは、夏場の大谷との

やり取りである。

　大谷も、今の古賀と同じ23歳でキャプテンに任命され、明神智

和、南雄太という強いリーダーシップを持つ選手から腕章を受け継

いだ。2009年と2018年にはキャプテンとして降格を経験したこ

ともあり、今シーズンの古賀の葛藤を誰よりも理解していたのだろ

う。結果が伴わず、キャプテンとしてどう振る舞えばいいのかわか

らない。古賀のそんな心情を察してか、大谷は古賀に声をかけた。

冒頭の言葉は、その時のものだ。

　「僕はDFの選手だからこそ直接失点に絡む場面も多いわけですけ

ど、そういうときにタニくん（大谷）から『難しいよな、どう振る舞え

ばいいかわからないよな』と言っていただきました。そこで『でも考

えすぎなくていいんだよ。自分のところで失点したとか関係なく、

声をかけて大丈夫だ。自分が思っているほど、他の選手はお前に言

われたくないなんて思ってない。そこはそんなに気にしなくていい

よ』と言ってもらったおかげで、気持ち的に楽になりました」（古賀）

　重圧からの解放は、古賀のキャプテンシーの変化を促した。さら

に、こうしたタイミングで声をかけることができる大谷に対して「改

めてタニくんの偉大さを感じました。ああいう存在になれるよう

に、やっていかなければいけないですね」と強く誓った。

　残留争いの渦中でキャプテンを任された2021年シーズンは、古

賀にとって極めて難しい1年にはなったが、彼が殻を破るうえでは

重要な過程であり、古賀自身も「キャプテンを務めることは自分に

とってポジティブな経験」と位置付けている。

　来シーズンは誰がキャプテンを務めるのか、現時点では定かでは

ない。ただ、この先も古賀が腕章を託される機会は少なくはないだ

ろう。今後、レイソルがタイトル奪還に成功したとき、優勝カップを

高々と掲げる大役を任されるのは、古賀太陽なのかもしれない。

　　

GENERALIZATION

順位 チーム名 勝点平均 勝点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点差

1 青森山田高校（青森県） 2.46 37 15 12 1 2 41 9 +32

2 清水エスパルスユース（静岡県） 2.35 40 17 13 1 3 44 19 +25

3 横浜F・マリノスユース（神奈川県） 1.64 28 17 9 1 7 39 39 0

4 大宮アルディージャU18（埼玉県） 1.47 25 17 8 1 8 28 24 +4

5 柏レイソルU-18（千葉県） 1.33 24 18 6 6 6 31 31 0

6 FC東京U-18（東京都） 1.23 21 17 5 6 6 15 20 −5

7 横浜FCユース（神奈川県） 1.23 21 17 6 3 8 18 31 −13

8 流通経済大学付属柏高校（千葉県） 1.11 19 17 5 4 8 22 24 −2

9 市立船橋高校（千葉県） 0.81 13 16 3 4 9 12 31 −19

10 浦和レッドダイヤモンズユース（埼玉県） 0.52 9 17 2 3 12 16 38 −22

Academy Information

1972年生まれ、千葉県出身。
レイソルの取材をライフワークに、公式MDP、公式イヤーブックの他、サッカー専門誌など各媒体に
寄稿。また、2014年に自ら立ち上げたウェブマガジン『KFJ』でも日々取材した情報を発信中。

鈴木 潤　プロフィール
Jun SUZUKI

腕章の重み

U-18  『高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2021 EAST』

アカデミー出身 新加入内定選手

■ 188cm･80kg
■ 2003年11月1日生
■ 千葉県出身
■ 柏レイソルU-18所属

■ 187cm･82kg
■ 2003年7月28日生
■ 千葉県出身
■ 柏レイソルU-18所属

■ 173cm･69kg
■ 2003年8月24日生
■ 埼玉県出身
■ 柏レイソルU-18所属

田中 隼人
たなか はやと

真家 英嵩
まいえ ひでたか

升掛 友護
ますかけ ゆうごDF FW FW

■ 178cm･71kg
■ 2003年10月25日生
■ 栃木県出身
■ 日本体育大柏高所属

■ 172cm･68kg
■ 1999年5月9日生
■ 埼玉県出身　
■ 柏レイソルU-18出身、
　 筑波大所属

■ 175cm･72kg
■ 1999年5月23日生
■ 埼玉県出身　
■ 柏レイソルU-18出身、
　 東京国際大所属（現在3年）

※2023年からの柏レイソル加入内定

※最終試合数が各チームによって異なるため、順位決定方法は勝点平均（総勝点÷試合数）での決定となります。

2021年12月5日現在

土屋 巧
つちや たくみ

加藤 匠人
かとう たくと

落合 陸
おちあい りくMF MF MFDF/
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INFORMATION

●応募方法　�メール本文に住所・氏名・電話番号・年齢・会員番号・回答を明記のうえ、
　　　　　　associates@reysol.hitachi.co.jpまで送信ください。
　　　　　　件名は「日立台通信Vol.4プレゼント」としてください。なお、当選発表は、
　　　　　　賞品の発送をもってかえさせていただきます。
●締め切り　2022年1月31日（月）必着
　　　　　　※個人情報は柏レイソルからの当選品発送以外の目的では使用いたしません。

プ レ ゼ ン ト
応募者の中から抽選で2名さまに戸嶋祥郎選手の
サイン入りレイソルグッズをプレゼントいたします。

［応募方法を官製はがきからメールに変更させていただきました!］

1.  今号で最も興味を引いた記事は？
2.   誌面へのご意見・ご要望・ご感想など

がありましたら、ご自由にお書きくだ
さい。

質問

応 募 方 法
公式サイト内ポイントプログラム専用申込フォームから、必要事項を入力のうえご応募ください。

https://reysol.secure.force.com/regist/evententry　

応 募 受 付 期 間 2022年1月14日（金）10：00～2022年2月4日（金）17：00
賞 品 に つ い て 賞品は抽選で決定いたしますので、お選びいただけません。

そ の 他 ①�応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。また、当選者の発表は賞品の発送をもっ
て行います。
②�賞品の発送は、2022年2月中旬～下旬を予定しております。発送日は公式サイトでご案内
いたします。
③インターネットオークションやフリマアプリ等への出品、転売は固くお断りいたします。
④�デザイン・仕様は変更になる場合があります。なお、商品画像の縮尺は同一ではございませ
ん。予めご了承ください。
⑤インターネット環境をお持ちでない方は、アソシエイツ事務局までお問い合わせください。

※応募はお一人様1回限りでお願いいたします。複数応募は無効です。

オフィシャルファンクラブ「アソシエイツ」では、ファンクラブ会員様向
けにサービスをご提供いただける店舗を募集しております。

「アソシエイツ」の情報交換の場、ホームタウンエリアでの情報発信の
場所をぜひご提供ください！
詳細は下記宛先までお問い合わせをお待ちしております。

アソシエイツ提携店舗募集中!

【お問い合わせ先】
㈱日立柏レイソル 事業部
TEL：04-7167-4355
メール：fans@reysol.hitachi.co.jp

【募集エリア】
柏レイソル ホームタウンエリア
柏市・松戸市・我孫子市・流山市・野田市・
鎌ヶ谷市・白井市・印西市

アソシエイツご継続／年間シート（BIGアソシエイツ）販売のお知らせ
2021シーズンも多大なるご声援をいただき、誠にありがとうございました。

オフィシャルファンクラブ「アソシエイツ」では、2022シーズンのご継続お手続きを開始いたしました。

また、2022シーズンは、年間シート（BIGアソシエイツ）の販売を行います。2020年間シート（BIGア

ソシエイツ/柏熱地帯以外の指定席）の方については、ご希望があれば、2020シーズンと同じお席をご

準備させていただきます。

既にご送付させていただいておりますご継続案内書または柏レイソル公式サイトをご確認のうえ、ぜひ

ともご継続を賜りますようお願いを申し上げます。

2022シーズンもアソシエイツの一員として、柏レイソルへの変わらぬサポート、そして選手たちへの熱

いご声援を心よりお願い申し上げます。ご継続手続きにはお時間を頂戴しますので、お早めのお手続き

を重ねてお願い申し上げます。

2021シーズンポイントプログラムについて
2021シーズンポイントプログラムについてご案内させていただきます。

全て非売品のオリジナルグッズとなりますので、下記、応募方法をご確認のうえ、奮ってご応募ください。
皆様のご応募をお待ちしております。

A キャンプセット
　（ランチャーセット、3Pカトラリー、巾着の3点）

B コップ付サーモステンレスボトル

ランチャーセット：直径135×85mm※収納時
3Pカトラリー：約164mm

C プラサーモカフェマグ

直径78×86mm
内容量260ml

 100名様

 150名様

250名様

直径70×193mm
内容量260ml
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31  和イタリアン食堂「Humton」（はむとん） 
松戸市松戸新田30 松戸南部市場内食堂棟(市場食堂) 
☎047-365-8838 http://www.at-ml.jp/504123
SERVICE▶   プレートランチまたはケーキセットご注文時
コーヒーまたはソフトドリンクおかわり1杯無料。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 飲食店
 ・・・・・・・・・・・・・・・・ その他

29  炭火焼 とり竹 
松戸市小金原2-14-11 ☎047-343-7846
SERVICE▶   日替わりおすすめ料理　三品盛皿　サービス

32  新松戸とびの整骨院 
松戸市新松戸1-187-4 ☎047-321-6853 http://tobino.jp
SERVICE▶   自費診療ストレッチング通常1,000円を半
額、シェイプUpコース通常2,000円を初回1,200円、2回目
以降1,600円、ボディーケア20分通常1,200円を1,000円

33  ダスキン ベリエール 
柏市藤ヶ谷443 ☎04-7191-7070 http://duskin-beri.jp/
SERVICE▶   ①ダスキンベリエールでレンタル契約をされ
ているお客様へ（１回限り）ダスキンスポンジ３個入りを１個
プレゼントいたします。②ダスキンオリジナル「柏レイソル応
援マット」を２週間無料で（１回限り）おためしいただけます。
※①、②いずれもダスキンベリエールのみ実施

●マルイ

西口

南口

東口
●ビックカメラ

深町病院●

　　　●
髙島屋新館

髙島屋本館●

髙島屋S館●●郵便局

柏市立
柏第一小学校
●

●クラーク記念
　国際高等学校

柏駅西口

●千葉銀行

●柏神社
●ライオンズタワー

●ハッピーテラス
　介護福祉アカデミー

イトーヨーカドー
　　　●

●モディ

提携店舗
このステッカーが目印！このステッカーが目印！
提携店舗にて会員証を提示していた
だくと様々な特典が受けられます。

34  やきとり居酒屋どん 
流山市南流山4-4-2 ☎04-7159-9225 http://
yakitoridon.net/
SERVICE▶   (生ビール、サワー、カクテル、ハイボールの
中から)乾杯ドリンク半額

30  お好み焼屋 焼麦大郎
松戸市新松戸1-414 ☎047-346-8400 http://mugitarou.com/
SERVICE▶   ソフトドリンクもしくはアルコール類を1杯
無料でサービスさせていただきます。

MAP範囲外

東武野田線

常磐
線

常磐
線

東
武
野
田
線

豊四季駅

新柏駅

南柏駅

北柏駅

柏駅

三協フロンテア柏スタジアム
（日立柏サッカー場）

6
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　　●
東京慈恵会
医科大学附属
柏病院

●柏市立柏
　第五小学校

　　　●
柏市立柏
第三小学校

●柏市立柏
　第八小学校柏市立豊小学校●

柏市立旭東小学校●

●
柏市立
柏中学校

柏市立柏第三中学校●

●ホザナ幼稚園

●柏市立
　柏第七小学校

諏訪グリーン
テニスクラブ
●

●名戸ケ谷病院

●やまびこ公園

●
凸版印刷（株）
柏工場

●南柏幼稚園
●千葉県立柏南
　高等学校

　　　　　　●
千葉県立柏中央
高等学校

27

2826

N

ご案内図

住所： 柏市中央町5-16
　　　穂高第二ブラザーズ柏203
電話：080-3717-1869

※新型コロナウイルスの感染拡大にともない、営業状況・提供内容など異なる場合がございます。
　ご利用の際は、各店舗さまへお問い合わせください。

5

6

7

8

9 10
16
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14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

21  居酒屋 竜馬 
柏市中央2-4-13 ☎04-7166-6711
SERVICE▶   日立柏サッカー場へ応援に来られたレイソルサポーターの
皆さまには、試合の勝敗に関わらず生ビールを１杯サービスします。

23  南柏西口 鳥よし 
柏市南柏1-6-8 白石ビル2F ☎04-7145-3044 http://m-toriyoshi.jp
SERVICE▶   ご入店時に会員証を提示いただいたお客さま（グループ）
に限り、会計時10%OFF。※飲み放題は適用外とさせていただきます。

19  理容室 ウエスト
柏市向原町1-22 ☎04-7144-0629
SERVICE▶   ①100円引き②レイソルが試合に勝った翌日は、お客さま
全員に100円引きとさせていただきます!!

20  KeePer LABO 柏店 
柏市東台本町5-5 ☎04-7128-5650 http://kashiwa.keeperlab.jp/
SERVICE▶   洗車、コーティング10％OFF。

18  柏工房 
柏市篠籠田1045-12 ☎04-7148-7319 http://kashiwakobo.com
SERVICE▶   会員証提示にてご利用料金をお見積価格から10％OFF

24  おふくろ弁当新柏店
柏市名戸ヶ谷1044-7 ☎04-7139-6447
SERVICE▶   ①会員証提示でいつでも! ②レイソルホームゲーム当日に
チケット提示で! ③レイソルが試合に勝った翌日はお弁当１個につき! そ
れぞれジュース１本プレゼントします。

25  SOL HAIR（ソルヘアー）
柏市つくしが丘1-13-18 ☎04-7170-0099 http://www.solhair2014.com/
SERVICE▶   会員証提示で当店初回の方に限り本人のみ100円引き。

27  株式会社Zeruch
柏市旭町2-10-16 ☎04-7168-0735 http://www.zeruch.jp
SERVICE▶   会員証提示にて、作業工賃10％OFF

28  Re:Action柏
柏市千代田2-11-7 カワチ薬品柏中央店2階 ☎04-7199-8601
http://reaction-kashiwa.com/about/
SERVICE▶   レンタル卓球台（ラケット2、ボール3付）おひとり10分間サービス

26   
柏市中央2-15-1 ☎04-7163-7366
https://www.facebook.com/CURRYLILY2016
SERVICE▶   会員証提示で、いつでもソフトドリンク1杯orデザート1品サービス。

カリー

35  ハヤカワ寝具 
柏市西柏台2-2-34 ☎04-7152-3816 http://www.
hayakawa.gr.jp/
SERVICE▶   貸ふとん・仕立て直しの代金を10％OFF

（他サービスとの併用不可）

40  ＺＥＮ ＲＣサーキット
柏市藤心140 ☎04-7199-9126
http://www.rc-zen.com/zencircuitreysol.html
SERVICE▶   レンタルラジコンカーでの走行。通常10分
500円のところ会員証またはチケット半券提示で200円
OFF。同伴者も利用可能。

36  ドッグワークス ファイン（プードルライフ） 
柏市根戸5-5 ☎トリミング専用：04-7133-0312  子犬販売
専用：04-7192-7965 http://dogworks.web.fc2.com/
SERVICE▶   ･ペット用品をレジにて全て5％OFF（特価
品は除く）。・トイプードルの子犬をご成約いただいた方
にロイヤルカナンのドッグフード（800g）をプレゼント！

39  ＰＩＺＺＡ＆パスタ La cotta
　 ～憩の場～（レストラン）

ＰＩＺＺＡ＆カフェ La cotta
（キッチンカー） 

我孫子市中峠台16-2 ☎04-7190-5818
http://www.la-cotta-ikoinoba.com/
SERVICE▶   ①レストランにて、会計時5％Oｆｆ ②キッチ
ンカーにて、LサイズPIZZA全品￥100引き

37  株式会社 並木質店 
流山市西初石6-187-248 ☎04-7137-7887
http://namiki78.co.jp/
SERVICE▶   柏レイソルグッズプレゼント

38  こがね整骨院 
松戸市小金原7-33-11 サンライズ中山1F ☎047-374-
5330 https://www5.hp-ez.com/hp/kogane/kr
SERVICE▶   「テーピング￥500まで無料」「サポーター
類10％～20％割引」「自費診療それぞれ￥500引き」

41  カーレックス
柏市増尾176-23 ☎04-7170-4114
SERVICE▶   会員証提示にて、お車ご購入の方には、
ETCまたはドライブレコーダーのどちらかをプレゼントい
たします。

42  ベアハグ　ららぽーと柏の葉店
柏市若柴１７５　ららぽーと柏の葉３F ☎04-7168-1874 
https://www.bearhug.co.jp/shop/kanto/chiba/kashiwanoha.html
SERVICE▶   会員証提示で全コースの施術代20%OFF ※割引券の併用
はできません。

43  オーダーメイド塾
松戸市幸谷460-7 
https://0-made.wixsite.com/school
SERVICE▶   会員証提示で入塾費2,000円引き

44  Run&Cafe Bunny Burrow
柏市若柴185-1-2　かけだし横丁D-20 ☎04-7126-0003 
SERVICE▶   ユニホーム着用でお会計合計金額より10%OFF

12  ベアハグ
　  柏髙島屋ステーションモール店
柏市末広町1-1　新館12階 ☎04-7148-2422
https://www.bearhug.co.jp/shop/kanto/chiba/
kashiwa-takashimaya.html
SERVICE▶   会員証提示で全コースの施術代
10%OFF ※割引券の併用はできません。
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17  海賊船 
柏市柏6-7-8 オーキスC ☎04-7190-5414 
SERVICE▶   ①会員証提示でご飲食代10%OFF!!②海賊船のご紹介で、ア
ソシエイツ会員新規ご入会のお客さまへ海賊船1年間有効のVIPカード進呈。

2  焼とり つかさ
柏市旭町1-10-5 ☎04-7144-0868
https://www.facebook.com/yakitoritsukasa
SERVICE▶   サワー１杯またはポテトサラダ１品サービス 

3  HUB柏西口店 
柏市旭町1-1-21 安田ビルB1 ☎04-7141-7782
http://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/28
SERVICE▶   ①柏レイソルのエンブレムが入ったHUBのメンバーズカー

ドをプレゼント ②メンバーズカードご提示で、毎回のお会計が5％OFF
になります ③たまったポイントに応じてHUBの御飲食券と交換できます

（100円で10ポイント加算）　※お渡しは20歳以上の方に限らせてい
ただきます。

4  キネマ旬報シアター 
柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモールS館隣り
☎04-7141-7238
http://www.kinenote.com/main/kinejun_theater/home/
SERVICE▶   通常鑑賞料金より300円割引（その他割引との併用できま
せん）

1  オーダースーツSADA 柏店
柏市末広町8-18 田口ビル2F ☎04-7186-6646
http://www.ordersuit.info/
SERVICE▶   スーツお買い上げのお客さまに2,000円のオプションサー
ビス有り（セール対象品除く）。

5  ビッグエコー柏駅前店
柏市柏1-4-27 恵比屋ビル4F～8F ☎04-7165-8622
http://www.clubdam.com/be/(BIG ECHO)
SERVICE▶    ①カラオケルーム料金30％OFF or ②ワンドリンクサー
ビス ※①②どちらかのサービスをお選びください。

6  粉や柏店 
柏市柏1-5-12 エクセル8ビル4F ☎04-7170-1478
http://www.okonomiyaki-konaya.com
SERVICE▶   お会計より10％割引（2名さま以上のご利用）

9  しみず食堂
柏市中央町5-9 ☎04-7166-0890
SERVICE▶   焼酎ボトル・焼酎割り20％OFF。

7  だいにんぐばーCHERRY
柏市中央町2-28 アーク柏中央103 ☎04-7164-7918
SERVICE▶   ご飲食代より10％OFF（ランチタイムは除く）。

11  アジアンダイニング ルンビニ柏店 
柏市柏3-3-16 アンジュリークトキワ1F ☎04-7164-7690
http://www.lumbini-jp.com
SERVICE▶   ①レイソルが勝った直後からグラスドリンク（生ビール、
ハイボール、カクテルなど）半額! （当日の24時まで）②毎日ディナーメ
ニュー（17：00～翌5：00）10％オフ※①②いずれかのサービスをお選び
ください。

8  ヘアーフェイスサロン アルチザン
柏市中央町4-30 ☎04-7167-7577
http://artisan.happy.mepage.jp/
SERVICE▶   お会計から￥100引きからユニホームを着用しての来店で
￥100引きさせていただきます。

10  寝具のオオツカ
柏市中央1-5-6 ☎04-7167-2057
SERVICE▶   お会計から10％OFF。

22  株式会社realplus1 系列全店舗
　 （本店 real DG 南柏店）
柏市南柏中央3‐5オークヒルズ1F ☎04-7179-5949
https://www.real-dg.jp/
SERVICE▶   ご新規さま（初回のみ）施術料金より5％OFF

14  ファーマーズグリル
柏市柏3-2-6 KSビル2F
☎04-7137-9844
SERVICE▶   柏レイソルホームゲーム時、レプリカ
ユニホームまたはグッズ持ち込みで10%OFF

13  ドン・キホーテ柏駅前店
柏市柏1-3-1 ☎04-7162-7811
https://www.donki.com/store/shop_detail.
php?shop_id=168
SERVICE▶   会員証提示で柏レイソルホームゲー
ム当日に限り、税込1,000円以上のお買い上げで
100円引き
※ただし、たばこ、お酒など、一部対象外商品あり。
　詳しくは店頭でご確認ください。

15  柏一茶庵
柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモールS館7F
☎04-7148-2175
SERVICE▶   会員証提示でソフトドリンク1杯サー
ビス

16  おそうじスミー
柏市中央町5-16　穂高第二ブラザーズ柏203
☎080-3717-1869
SERVICE▶   会員証提示でクリーニングサービス
料金1,000円オフ！

●�スミーでは「たくさんの人を笑顔にしたい」という
考えのもと、2021年6月に立ち上がったハウス/エ
アコンクリーニングのお店です。コロナ禍でおうち
時間の増えた近年、在宅でのサービス提供ができる
ように接客に長けたスタッフがサービスに伺います。
行うサービスの技術力に満足いただくとともに、接
客でもご満足いただけるようなクリーニングサービ
スを行います。お悩み中の方はぜひ一度ご相談を!

【アソシエイツ会員さま特典】
エアコンクリーニング、ハウスクリーニング
会員証提示でクリーニングサービス料金1,000円
オフ！
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※乱丁、落丁がありましたらお取り替えいたしますので、下記までご連絡ください。
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H i tac h i da i  Tsu s h i n   OFFICIAL FAN CLUB▶  ASSOCIATES【アソシエイツ】会報誌

日立台通信

MEMORIAL MATCH
MATCH REVIEW
PICK UP
MF 28 戸嶋祥郎

Q&A
GENERALIZATION
ACADEMY
INFORMATION

柏レイソル「アソシエイツ」事務局

0120-266765
チケット全般に関するお問い合わせ

（株）日立柏レイソル
04-7162-2250 
https://www.reysol.co.jp/


