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■前から捕まえる守備

右の図のように3トップが3バックを捕まえ、SBが前に出てWBに圧⼒を
かける攻撃的な守備を採⽤。ブレントフォード戦でも同様の守備の形を

採⽤していました。

この守備はSBが前にスライドするため、その背後を使われる危険のある
リスキーな守備ですが、プレスが噛み合えば相⼿陣内に押し込んでショ

ートカウンターを狙える攻撃的な守備となっています。

■なぜ崩されたか

試合の途中からシャドーのハヴァーツやマウントが低い位置に降りて

ボールを引き出すようになります。この2⼈を⾒るのはジャカ、ロコン
ガのボランチですが、アーセナルの守備はマンマークでは無いため、⾃

分たちのゾーンも守らなければならないため、シャドーのマークを離す

シーンがありました。

3シーズンぶり…まさかまさかの�敗スタート 

■コロナ関連

 ラカゼット

����ルナルソン
����ウィリアン
■怪我

�����マガリャンイス
����トーマス
����エンケティア�
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■昇格組相⼿にまさかの敗戦

22分にクリアボールを相⼿に
拾われた所からカノスに左⾜で

シュートを決められて先制を許

してしまいます。さらに73分に
はロングスローから、レノが相

⼿にブロックされて前に出れな

いところをニアで逸らされ、

ファーに⾛り込んだノアゴーア

に押し込まれ追加点を献上。

相⼿を⼤きく上回る22本の
シュートを記録するも、2対0で
ブレントフォードのプレミア初

勝利を献上してしまいました。

試合前⽇にホワイトがコロナ陽性で離脱、両CBのレギュラーとトーマ
ス、ラカゼット不在と屋台⾻を⽋くアーセナル。

1-0で勝利した前回対戦のベタ引き5-4-1では無く前からの圧⼒を強めて
試合に望んだアーセナルですが、チェルシーに復帰したルカクの1ゴー
ルと右WBのリース・ジェームズの1G1Aの活躍で0-2の敗戦を喫してし
まいます。

その中でも強引な突破や積極的にシュートを放ったスミスロウとぺぺ、

綺麗なサイドチェンジを披露したロコンガの躍動は数少ないポジティブ

な話題です。

【vsチェルシー】戦�コラム:��で⾒せた攻めの��

離脱者情� vsチェルシー（ビッグ・ロンドン・ダービー）

vsブレントフォード

ライター�Coffee�



�トゥヘルチェルシーの戦術の核となる3バック。そ
んな3バックの⼀⾓を開幕戦で務めたのは22歳のプ
レミアリーグデビューの選⼿だった。その名もトレ

ヴォ・チャロバー。8歳の頃にチェルシーユースに
加⼊。各年代のイングランド代表にも選ばれてき

た。その後チャンピオンシップ(2部)やリーグ・アン
などで経験を積み、プレシーズンマッチでトゥヘル

の期待に応え、開幕戦スタメンに抜擢された。

��彼の武器は対⼈守備だ。プレミアリーグで⼗分に
通⽤するパワーを持っている。⾝⻑も190cmと⾮常
に⾼く、ヘディングも強い。昨シーズン、対戦相⼿

がアスピリクエタをロングボールで狙うこともあっ

たが、チャロバーならその⼼配も要らないだろう。

�攻撃⼒も優れており、ビルドアップだけでなく、開
幕戦で⾒せたミドルシュートも強烈だ。�ボランチで
のプレーも可能であるチャロバーはチームに⼤きな

影響をもたらしている。�

開�2��に�いた2�の�戦⼒ 
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ユース出⾝「トレヴォ・チャロバー」

帰ってきた"怪物"「ロメル・ルカク」

ライター�ゲン

��チェルシー復帰後初戦である23⽇のアーセナル戦で先発
出場。早速、ルカク効果が前⾯に出ていた。楔のパスを

しっかりと収め、時間を作り、ハフェルツ、マウントら

2列⽬の選⼿を⽣かすだけでなく、サイドからのクロスで
はターゲットになり、今までのクロスよりもゴールの

期待感を⼤幅に⾼めた。1⼈のDFでは背負った状態の
ルカクを⽌めることは難しく、相⼿DFが絞ればチェルシ
ーのWBが空く。WBからのクロスにはルカクがターゲッ
トになり、先制点を決めた。ピッチ上の選⼿全員がルカ

クを使ってゴールを奪う形を共有できていた。

�今後、プレミアリーグトップレベルのフィジカルを誇る
ファンダイクやマグワイア相⼿にどこまでボールを納め

れるかで今シーズンのチェルシーの結果が変わってくる

だろう。

�2011年加⼊当初はドログバ2世と期待されていたルカ
ク。加⼊初年度は苦汁を舐める結果となった。⼤きく成

⻑して戻ってきた今シーズン。ドログバ2世としてでは
無く、ルカク⾃⾝のストーリーを刻むことができるの

か。ルカクとチェルシーの挑戦が幕を開けた。



■ラファエル・ヴァラン

 「マグワイアの相棒問題」に終⽌符を打つであろ

う選⼿がこのヴァランである。個⼈的にはユナイテ

ッドのハイラインからのプレッシング、特にSB裏の
ケアで実⼒を発揮してほしい。

■ドニ―・ファン・デ・ベーク

 ここでサンチョと答えるのが定⽯だろうが、期待

も込めて彼を推したい。中盤の補強が進まない現状

では彼の3列⽬でのプレーでの覚醒が重要になる。
持ち前の⾶び出し感覚に加えて、フィード能⼒の

向上に期待したい。

��のマン・ユナイテッドは優���!?
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■�OGS��スールシャールは名将か否か
 戦術的側⾯において彼は批判されることが多いが、私は

俗にいう「無能」だとは思っていない。リーズ戦でみられた

ように、彼の試合ごとの分析・対策の落とし込みのスキルに

疑いの余地はないだろう。ただ、⼀⽅のセインツ戦では彼の

試合中における有効な"対応策"を打てないという短所が露呈
したといえる。特に選⼿交代に関しては(マネジメント的側⾯
を重視しているためか、)後⼿になりがちであり、今季はその
点のインプルーブメントが優勝のカギになるかもしれない。

 彼が率いるユナイテッドは4年⽬にしていまだ無冠であり、
⼤型補強が敢⾏された今季は、良くも悪くも「⾔い訳のでき

ないシーズン」である。今季のタイトル獲得がユナイテッ

ド、OGS本⼈のキャリアにとっても重要になるはずだ。

 このチームにはシティやチェル

シー、リヴァプールほどの機能美

はない。しかし、開幕2試合で⾒せ
たようにユナイテッドには絶対的

なスピード、技術、クリエイティ

ビティを持つ選⼿が多数いる。そ

して、監督のOGSが試合ごとにそ
の「個」を�⼤限に⽣かすような

策略を披露する。これこそがユナ

イテッド�⼤の魅⼒といえる。

 開幕2試合で⾒えた課題もある。
それは攻→守の切り替えとビルド

アップだ。争いが激化するリーグ

において優勝するには、この点の

昨季以上の改善が求められる。

�⼤の�⼒は「個」の�和

永�の�題

��のキーマン

ライター�ユナイタクト



この試合の得点は右サイドからの起点となっている。1点⽬、2点⽬、
4点⽬がジェズスのクロスからのアシストだ。その要因はDAZN中継での
解説を担当していたベン・メイブリーさんも話す通り、カンセロロール

が効いている時間が圧倒的に多かったことだろう。ノリッジは中央に

固まってブロックを敷いていたが、その分サイドのジェズスやウォーカ

ーがサイドで⾃由な時間が多くなったことで、シティ得意のサイドから

クロス攻撃を展開することが出来た。グリーリッシュについてもトッテ

ナム戦のサイドハーフよりも、武器であるスピードとドリブルを活かし

た攻撃が⾒られたウィングのほうが良い出来に思えた。20-21シーズン
は不調だったスターリングとの融合や、怪我でまだ完全復帰はしていな

いが、シティの攻撃の核となっているデ・ブライネと⼀緒に攻撃を組み

⽴てていく未来が楽しみだ。彼らはどのようにかつてともに戦ったアル

テタを相⼿に、どう攻撃を組み⽴てるか注⽬して第3節を⾒ていきたい

5発快��前�の不��拭�
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前節の課題となった左サイドのス

ターリングとメンディを変え、左

SBにカンセロ、左サイドウィン
グにグリーリッシュにスタメン変

更という早い段階で

ペップは改善を⾏い、5-0という
⼤勝を収めた。

抜擢された2⼈は素晴らしいパフ
ォーマンスを披露していたが、

今回の試合で輝いていたのは、

右サイドだった。

エティハドスタジアム開幕戦となった、ノリッジ戦

では、なんとボールボーイとしてフェルナンジーニ

ョの息⼦のローザ君がピッチにいたのだ。

お⽗さんの出番はなかったが同選⼿のインスタグラ

ムでは握⼿している様⼦が⾒ることが出来る。

ローザ君のインスタグラムでは25番のユニフォーム
パンツを履いて、シティのトレーニングシャツを着

てリフティングをする様⼦がアップされており、今

後エティハドスタジアムで選⼿としてプレーする姿

を⾒ることが出来るかもしれない。

左サイドをテコ⼊れ

"カンセロ・ロール"と新10番

ボールボーイにあの�⼿の��が�

ライター�ししゃも



ブンデスリーガ屈指のウィンガーが

今季のチームを引っ張っている。FW
ムサ・ディアビが開幕戦でゴールで

チームに勝ち点をもたらすと、第2節
グラートバッハ戦では1G1Aで今季初
勝利をチームにもたらした。

攻撃の重要なオプションとなっている

22歳はレヴァークーゼンの⼤きな武器
となっているが、フランスのクラブか

らの関⼼が報じられるなど、移籍市場

を賑わせる存在となりつつある。

⼤量4得点で����利�けが�も復�
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■第2節ではフロリアン・ヴィルツが途中出場

開幕前から複数の離脱者を抱えていたチームだが、

⼟曜⽇の試合で18歳のMFヴィルツが復帰。昨季
11得点をあげたルーカス・アラリオも順調な経過で
今週末のアウクスブルク戦から出場可能となる⾒込

みだ。

新進気鋭のMFと頼れるポイントゲッターの復帰で、
攻撃にさらなる可能性が⽣まれることに期待だ。

同じく俊敏性に特徴のある

カリム・ベララビは負傷中

であることも考えると、

今冬のウイング補強はあり

得るかもしれない。

仏1部クラブからの期待は
�優先事項ではないため、

ディアビがクラブを離れる

ことはまだ先のことだと

予想されるが、彼の離脱後

の未来を想像してしまうほ

どに絶対的な活躍を続ける

FWから⽬が離せない。

快速ウィングが⼤暴れ！

けが⼈が続々復帰か

ライター��⾒⼤�



リーグ・アン第3節、ニースの本拠地で満員の
観客が⼊った。マルセイユが1点追いかける展
開となっていた75分頃に事件は起きた。ニー
スサポーターがピッチに投げたペットボトル

がマルセイユのパイェに当たったのだ。これ

をパイェが投げ返すと逆上したサポーターが

乱⼊し、事態を悪化させた。その後、リーグ

側は試合を再開する様要請するも、選⼿の⾝

が危ないと判断したマルセイユはそれを拒否

した。

こういったウルトラス（過激派サポーター）

による暴動や事件の話はフランスで珍しくな

い。フランスサッカーの悪い部分だ。運営の

⼀刻も早い対策が求められている。

フランスサッカーの�と�

2021/8/27 オリンピック･マルセイユ� ��ジャパン

⽂化的に問題を抱えるフランスサッカーだが、タレ

ント性は世界に誇れる。今回はマルセイユの誇る才

能、ブバカル･カマラを紹介しようと思う。

カマラはマルセイユ出⾝のMFで、驚異的な守備範囲
と⾮凡なサッカー脳を持ち合わせている。そんなカ

マラは今季、特殊な役割を担っている。それは攻撃

時はボランチの位置にいながら、守備時は右SBを担
当するという、元ドイツ代表のラームがバイエルン

でやっていたようなプレーだ。21歳にして⾼難度な
戦術をこなす彼の才能に是⾮とも注⽬して欲しい。

闇。恥。汚点。

光る才能

ライター�K



カナダ�⼿� �1回戦��

 前半、ヴァラーFCはアトレティコ・オタワのディフェンス陣を崩せ
ず、またボールも握られがち。厳しい状況を強いられる。

 試合が動いたのは16分。オタワのクロスをクリアするも拾われ、シュ
ートされて先制されてしまう。

 しかし、その後はボールを握る場⾯も増え、ヴァラーの時間帯になる

ことも多くなった。そして30分、ショーン・レアが豪快なミドル。この
ゴラッソで試合は振り出しに。

 60分には、ウィリアム・アキオがゴール前に詰めていたオースティ
ン・リッチにボールを預け、堅実に決めてゲームをひっくり返す。さら

にそのたった3分後、オタワからボールを奪い、カウンターの流れでリ
ッチがオタワのディフェンス2枚をサイドからはがしてゴール。3点⽬を
決めた。

 その後オタワに1点を返されるが、3-2で勝利。クラブでは初の、カナ
ダ選⼿権1回戦突破となった。

 ヴァラーFCは、ボニティバル
SCを含む地元ウィニペグの5クラ
ブとユースパートナーシップを

締結。これは、ウィニペグの若

⼿選⼿にプロへの⾨⼾を開くこ

と、またヴァラーFCの⾃前の選
⼿の育成を⽬的とするものだ。

 その第⼀弾として、ボニティ

バルSCからGKジェイコブ・ツァ
イを獲得。ツァイは17歳。中国
系カナダ⼈の彼は、ヴァラーFC
にとって�初のアジア系の選⼿

ともなった。

2021/8/27 ヴァラーFC� ��ジャパン

 リーグで低迷するヴァラーFC
は、現地時間8⽉21⽇、カナダ選
⼿権の第1回戦、アトレティコ・
オタワ戦に臨んだ。

 会場はオンタリオ州オタワに

あるTDプレイス、アウェーゲー
ムとなる。

 アウェーゲームでありアトレ

ティコ・オタワとしては初のカ

ナダ選⼿権でモチベーションが

⾮常に⾼いこと、リーグ戦の不

調の要因ともされる⼤黒柱アン

ドリュー・ジャン=バティストの
負傷による⽋場と、不利な条件

が揃う中で試合は始まった。

ライター�チャールズ

 今回は、今シーズンのヴァラーFCが着⽤するユニフォームをご紹介
しよう。

 メーカーはマクロン社。この職⼈気質あふれるイタリアのサプライ

ヤーは、カナディアン・プレミアリーグそれ⾃体と契約。全8クラブ
全てにユニフォームを供給している。

 クラブカラーは臙脂、⾦、黒。今シーズンは⽩を基調としながら、

前⾯は臙脂と⽩で左右⾮対称のデザインとなっている。臙脂の部分に

は⻨のイラストが薄めにあしらわれているが、これはホームタウンの

ウィニペグがあるマニトバ州が⼩⻨粉の世界的な⼀⼤産地であること

によるものだ。

不���の�い中のカナダ�⼿�
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�籍情�

 

ヴァラーFCのユニフォームについて
 



■獲得

 -ベン・デイビス

■退団

 -アーロン・ラムズデール
�  ��→アーセナル

再び���…2010年の��が蘇る

2021/8/27 シェフィールド・ユナイテッド� ��ジャパン

 ハダーズフィールド戦はブリュースターとマクバーニー

の2トップに形を変更。慣れ親しんだ3-5-2での⼀戦はボー
ルを握る展開。スタッツでは圧倒したものの、先制弾を許

してしまう。アディショナルタイムにシャープが待望の得

点をあげたが、同じくアディショナルタイムに失点を許

し、格下とみられる相⼿にまさかの敗戦。

 なお、この試合では2⼈のデイビス(ベン、ノリントン）
が待望のリーグデビュー果たした。

◆スタッツ

Possession:71%(1th) Passing�accuracy:86%(2th)
Dribbles:12(2th) �Tackles:21(2th)�

Transfer News!!

 ブレーズは同じ降格組のWBAと
対戦し、0-4で敗戦した。
 ラムズデールが不在となった⼀

戦は相⼿のロングスローにことご

とく潰されると、なすすべなく決

定期を作られていく。コーチング

にも優れていた守護神の退団は

チームに多⼤な影響をもたらした

といっても過⾔ではなさそうだ。

 攻撃においてもシュート数は

⽚⼿で数えられるほど。同じ降格

組だが完成度としては差を⾒せつ

けられてしまった。

��は�く・・・

同じ���に��の⼤敗

ライター�とて



Kリーグ1の第27節で注⽬のカードはやはり⽔原三星と
⽔原FCの⽔原ダービーだろう。
現在、ともに25試合を終えて勝ち点34で並び、4位⽔原
FC、5位⽔原三星という状態だ。⽔原FCは7/20の⽔原
ダービーで勝利して以降、7試合で5勝と勢いに乗る。
クラブ史上初のACL圏内も⾒えている状況だ。対して
⽔原三星は前回の⽔原ダービー敗戦以降、7試合で1勝も
挙げられていない。14ゴールで得点ランキングトップの
フェルトワイク擁する⽔原FCがやや有利に思われるが、
⽔原三星もクォン・チャンフン、イ・キジェなど代表

選⼿が揃っている。3位から7位までの勝ち点差はわずか
2で、両チームとも絶対に落とすわけにはいかない。

�戦を�めるKリーグ上��い

2021/8/27 Kリーグ� ��ジャパン

浦項スティーラーズのトップチームでKリーグ3シーズン
以上を過ごし、ブレイクした韓国代表FWソン・ミンギュが
8/25のKリーグ1�第27節に、全北現代と契約して以来初めて
古巣の浦項スティーラーズと対戦する。

主に左WGでプレーするソン・ミンギュは、今シーズンの90
分あたりのドリブルとキーパス、チャンスメイクで⾼い数値

を記録している。しかし、全北現代移籍後はゴールを挙げら

れていない。全北現代はホームでの4連勝を⽬指しており、
ソン・ミンギュが古巣を相⼿に活躍できるか注⽬が集まる。

来�は�⽬の��ダービー

8/22、蔚⼭⽂殊W杯スタジアムで
⾏われた蔚⼭現代と⽔原三星の

試合。ベテランのイ・チョンヨン

が2ゴールを挙げて蔚⼭現代の勝利
に貢献した。

(蔚⼭現代�3-1�⽔原三星)
かつては韓国代表の主軸として

活躍していたイ・チョンヨン。

今シーズンはイ・ドンジュンの

加⼊とキム・ミンジュンの台頭に

より出場機会が激減。昨年8/30か
らゴールに⾒放されていた。

それでもこの⽇は華麗な2ゴールを
奪い、まだまだやれることをアピ

ールした。

ソン・ミンギュが古巣浦項と��戦

イ・チョンヨンにゴール!

ライター�Ryo



一緒に"コア"なサッカーメディアを作りませんか！

[募集要項]
・連絡がきっちり取れる方
・サッカーを好きで、魅力を発信していきたい方

応募はこちら!!

クラブ記者募集!

@kerikyu-japan
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