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 コンパニは2008年、シルバは2010年にシティに加⼊した。当時のシ
ティは今のような輝かしい功績ばかりではなく、トレーニング施設は充

実していなかった。Amazonで配信されているドキュメンタリー番組で
コンパニが当時のエピソードを紹介しており、トイレのドアがなかった

りボクシングトレーニングするためのグローブが1個しかなかったこと
を公⾔している。

 シルバ、コンパニの両選⼿は補強で⼤量の新加⼊選⼿がやってくるな

かでもキャプテンとしてチームをまとめ上げた。彼らは精神的にも素晴

らしい選⼿であることが選⼿のインタビューや、ドキュメンタリーでも

確認できる。そんな2⼈が基盤を作った今のシティはプレミアリーグで
輝きを放っており、キャプテンマークはベテランのフェルナンジーニョ

に引き継がれている。今後はどんな選⼿がシティを⽀えていくのか楽し

みだが、100年後に2⼈は伝説として語り継がれるだろう。

シティのレジェンド シルバとコンパ⼆

2021/9/10 マンチェスター・シティ� ��ジャパン

 チームに功績を残した選⼿には

特別な措置をとることがある。

シティは今回ヤヤトゥーレに関連

したトレーニング施設を作った。

 また、ホームのエティハド・

スタジアムには新しくD・シルバ
とヴァンサン・コンパニの2名の
銅像が作られた。シティはほかの

ビッグクラブと⽐べ、トップカテ

ゴリーで活躍した歴史が浅く、

アグエロの劇的ゴールで優勝した

以前は、プレミアリーグの優勝は

1936-37と1967-68シーズンのみ
であった。

 今シーズンからシティに加⼊をして活躍している

グリーリッシュ。先⽇妹が18歳の誕⽣⽇を迎え、
盛⼤な誕⽣⽇パーティを開いたようだ。

 兄弟仲が良く、前所属のアストンヴィラでは妹と

の対談動画がyoutubeに上がっている。同選⼿の
Instagramではそのパーティの写真が公開されて
おり、妹と笑顔で楽しんでいる様⼦が確認できる。

今後シティのyoutubeなどで兄弟仲を披露する機会
をまた⾒れるかもしれない。

クラブのレジェンド

現代シティを作った2⼈

グリーリッシュ妹のために…

ライター� ししゃも



 チェルシーのビルドアップに対し、リヴァプールのプレシ

ッシングで対抗。両チームの持ち味を⽣かしたスピード感の

ある攻撃が披露された前半は世界トップレベルの好ゲームと

なった。その中でハフェルツがデザインされたCKから先制点
に成功。しかし、前半終了間際にリース・ジェームズが得点

機会阻⽌のハンドで1発退場。モハメド・サラーがPKを決め
同点で後半へ。満席のアンフィールドに1⼈退場とリヴァプー
ルに追い⾵が吹く中、チェルシーは圧巻の守備組織を披露

する。��

トゥヘルがかけた��とは

2021/9/10 チェルシー� ��ジャパン

 1⼈少ない状況になったチェルシーはカンテに代えて
コバチッチを投⼊する。3バック+WBを合わせ5-3-1の
ブロックを形成し、リヴァプールが苦⼿としている

"引いて守る守備"を選択した。
 結果、スペースをなくし、マネ、サラー、ジョタの裏

へのスプリントを⽣かした速攻を封じることに成功。相

⼿のクロスも冷静に処理し、決定機を作らせなかった。

 また、攻撃でも、ルカクのポストプレーからコバチッ

チ、マウントが運び、WBのジェームズやアロンソのクロ
スから何度もゴールに迫った。同点での決着となったが

10⼈になっても勝利へ導く策を⽤意したトゥヘルと逆境
でもプランを遂⾏した選⼿達は⼒を証明してみせた。

ライター�ゲン

7/29のリヴァプール�戦。結果的には勝ち点1を分け合うものと
なったが、チェルシーは勝ち点以上の⼤きな⾃信を得た。

トップレベルの殴り合い。好ゲームの前半

逆境に⽴つチェルシー。チーム⼒を証明した後半



開�三�敗のWOLVES...

WOLVESは開幕からレスター、トッテナム、
マンチェスターUと対戦。3試合とも1-0での
敗戦を喫し、18位に沈んでいる。
では、試合内容はどうだったのか。結論から

⾔えば、悪くない。むしろ良かったというの

がサポーターとしての⾒解だ。スタッツだけ

⾒れば3連勝でもおかしくはなかっただろう。
プレミアでも指折りと⾃負するウインガー陣

を中⼼に⾮常に多くのチャンスを創出。リヴ

ァプール(70本),マンチェスター・シティ(59
本)に続く59本ものシュートを放っている。
あとは得点と勝利の「結果」が求められる。

次節ワトフォード戦に期待したい。

2021/9/10 ウォルヴァーハンプトン� ��ジャパン

昨季の⼤怪我から復帰したCFラウル・ヒメネスの
得点をサポーターもチームも⼼待ちにしているが、

サポーターの中にはヒメネスの調⼦が戻っていない

のでは？という疑念もある。確かに以前に⽐べて

体の線も細いようにも感じられ、収まりの良さが

あるとは⾔えないのは事実だろう。

しかし、リーグ全体で2位タイとなる10のチャンス
メイクを記録しており、今季も攻撃陣を引っ張って

くれているのは事実だ。懸念であるフィジカルも、

トレーニングを続けることである程度戻るであろ

う。ゴールという結果が現れるのを待つだけだ。

内容は決して"悪くない"が…

ラウル・ヒメネスは不調か？

ライター�NA



 21/22ブンデスリーガ第3節終えた時点で、勝ち点わずか3の不調のスタートとなったRB
ライプツィヒ。初戦のマインツ戦は攻守において連携が嚙み合わず、相⼿に⼀瞬のスキを

突かれてそのまま敗戦した。続く、第2節のホームで迎えたシュツットガルト戦は、昨シー
ズン怪我で出られなかったショボスライのドッペルパックの活躍もあり、4点差の⼤勝を飾
ることに成功。期待が⾼まる中で第3節のアウェーのヴォルフスブルク戦を迎えた。
 しかし、試合展開はヴォルフスブルクに再々ゴールに迫られる苦しい展開で進んだ。

状況を打開すべく、ライプツィヒは攻撃の組み⽴てを試みたが、前節好調であったショボ

スライを中⼼とした2列⽬が不発。ゴールのチャンスを何とか作るが、決定的な仕事をする
ことはできなかった。そんな苦しい以上であったが、前半は何とかスコアレスで折り返

す。そうして迎えた後半であったが、早い時間帯に先制点を許してしまう。ヴォルフスブ

ルクお得意のサイド攻撃から左サイドを崩され、クロスの処理を誤ったところをルシヨン

が詰めて決めた。リードを許したライプツィヒは反撃を試みるが、攻撃陣が全く機能せ

ず、最後まで強固なヴォルフスブルク守備陣を突破することができなかった。試合はその

まま1-0で終わり、第3節終了時点で獲得できた勝ち点はわずか"3"となった。

不�のスタート

2021/9/10 RBライプツィヒ� ��ジャパン

今シーズン不調のスタートとなったライプツィヒ。

続く相⼿は難敵バイエルンミュンヘン。次節に向け

て、2列⽬の修正、戦術の修正およびスタメンの再考
が必要となる。ライプツィヒのことをよく知る元指

揮官ナーゲルスマン擁するバイエルンの強⼒攻撃陣

をいかに抑え、強固な守備陣を新戦⼒FWアンドレ・
シルヴァを中⼼としたライプツィヒ攻撃陣が崩せる

のかに注⽬したい。調⼦を取り戻すためにも、次節

は絶対に勝ちたいところだ。

ブンデスリーガ第4節バイエルンミュンヘン戦に向けて

ライター�RBぶるーず



昨季は後半戦の失速はありながらも

何とか出場権を死守したEL。27⽇に
今季の組み分けが発表された。

レバークーゼンはグラスゴーの名⾨・

セルティック、昨季ラ・リーガ6位の
レアルベティス、ハンガリーで連覇を

成し遂げたフェレンツヴァーロシュと

同組となった。今季から新設された

ヨーロッパカンファレンスリーグに

よって枠の縮⼩があり、昨季より注⽬

の組が多くなっている印象だ。

 ヨーロッパリーグ�み�わせ決��

2021/9/10 バイヤー・レバークーゼン� ��ジャパン

■トゥールーズからアミン・アドリを獲得

U-18フランス代表召集経験があり、昨季は仏2部で
最優秀選⼿に選出されている22歳はレバークーゼン
のプレースタイルへのフィットを⾃ら語っており、

ウィンガーの活躍がカギを握るチームのピースとな

りそうだ。

今夏獲得した選⼿は平均22歳代と明るい未来への道
を期待せざるを得ない。

セルティックには今夏加⼊

して⼤活躍を⾒せている

古橋享梧が、ベティスに

は"神童"セルヒオ・カナレ
スが所属。もちろんハンガ

リー王者�にもクオリティの
⾼い選⼿がそろっている。

それでもセルティックは

国内リーグ優勝を逃し、

ベティスはリーグ戦で勝ち

星が遠い。16⽇に初戦を
戦うフェレンツヴァーロシ

ュもCLを逃したショックも
あり、チーム状態を考える

と1位突破を⽬指したい。

⼤活躍の⽇本⼈FWとの対決も

期待の若⼿ウイングを補強！

ライター��⾒⼤�



2つ⽬はマルセイユのライバルといえば、お馴染みの
PSGだ。このダービーはひたすらに荒れる。普通の⼈
が想像するダービーとは訳が違うのだ。互いのとて

つもない嫌悪感情が90分間錯誤する。美しいフット
ボールなどここでは誰1⼈求めて居ない訳で、死⼒を
尽くして勝ちに⾏く。ピッチでも、スタンドでも、

はたまたスタジアム外でも暴⼒沙汰が起きる。戦争

に近い感覚で捉えてもらうといいかもしれない。マ

ルセイユの本拠地の向かいにファンのショップがあ

るのだが、そこの⼊⼝にマットとしてPSGのユニフォ
ームが置いてあるのは有名な話だ。初顔合わせは10
⽉25⽇、マルセイユの本拠地ヴェロドローム。

�界⼀、ダービーの�しい街� 

2021/9/10 オリンピックマルセイユ� ��ジャパン

南仏ダービーは、フランスの南端の2クラブ、マルセイユと
モナコのダービーマッチ。モナコのホームゲームでは、

2チーム間の距離が近いこともありアウェイサポーターの⽅が
盛り上がるという異様な光景が⾒れるらしい。次節、12⽇に
対戦だ。

地中海ダービーは、同じプロヴァンス地⽅で地中海に⾯する

ニースとのダービーのこと。

マルセイユのダービー関係にも注⽬して欲しい。

代表シーズンなのでマルセイユを

語る上で⽋かせないダービーの

紹介をしていこうと思う。

まずはvsリヨン。同じオリンピッ
クの名を冠する名⾨同⼠の対決。

近年ではこのダービーでリーグ

順位の明暗が別れることも多く、

間違いなく熱い戦いだ。暴⼒沙汰

になることはまずなく、良きライ

バル関係という感じだ。

ボアテング、シャキリなどベテラ

ン勢も補強したリヨン。まずは

11⽉22⽇にアウェイで顔合わせと
なる。

ショックドゥオランピック

南�･地中�ダービー

ル･クラスィク

ライター�K



�しさを�す⾸�/プレーオフ�い

 中盤戦を迎えたヴァラーFCのカナディアン・プレミアリーグの
レギュラーステージ。

 第14節はホームIGフィールドでFCエドモントン戦。カナダ選⼿権で
の久々の勝利で勢いがついたか、ウィリアム・アキオの豪快なゴラッソ

2発とハファエウ・ガリャルドの移籍後初ゴールが炸裂。GKジョナタ
ン・シロワも無失点で貢献し、3-0で勝利した。
 しかし第15節、スターライトスタジアムでのアウェイゲーム、こちら
はカナダ選⼿権でバンクーバー・ホワイトキャップスに勝利したパシフ

ィックFCとの⼀戦。11分に先制されるもオースティン・リッチのゴール
で追いつく。しかし22分、35分と⽴て続けに失点。86分にPKを獲得
し、ケヴィン・アレマンが沈めるも、その後はゴールを決められず2-3
で敗北となった。

 これによりパシフィックFCが⾸位に。⼀⽅のヴァラーFCは、プレー
オフ進出圏内の4位だが、4点差でヨーク・ユナイテッドが迫る。

 今回は、ヴァラーFCのA代表選
⼿について⼀部を紹介したい。

 まずは2014年からキューバ
A代表のアンディ・バケーロ。
2018年9⽉のタークス・カイコス
諸島戦で2得点、直近では2019年
2⽉にはバミューダ諸島戦で
1得点を決めている。
 最近代表招集があった選⼿と

いえば、活躍中のウィリアム・

アキオもいる。2019年に南スー
ダン代表に初召集されるも出場

できずだったが、ヴァラーFC加
⼊直後の6⽉に再招集された。

 いつも蹴球ジャパンのヴァラー

FC版をご愛顧下さり、厚く御礼申
し上げます。

 さて、Vol.9の移籍情報内で、ジ
ェイコブ・ツァイ選⼿の移籍元を

「ボニティバルSC」としていまし
たが、正しくは「ボニヴィタル

SC」でした。
 訂正の上、お詫びいたします。

2021/9/10 ヴァラーFC� ��ジャパン

 前回Vol.9で取り扱った、カナダ選⼿権について説明させていただき
たい。

 ⽇本でいうところの天皇杯にあたるカナダ選⼿権は、2021年は13チ
ームが出場する。アメリカのメジャーリーグサッカー（MLS）からカナ
ダ国内の3クラブ、カナディアン・プレミアリーグから8クラブ、オンタ
リオ州リーグとケベック州リーグからそれぞれ前年度優勝者の1クラブ
が出場

 優勝クラブには、CONCACAFチャンピオンズリーグへの出場権が進呈
される。現在、MLS勢の天下にある状態だ。

ライター�チャールズ

お�びと�正

�負の中�戦へ��

 プレーオフ進出圏内には、

⾸位からパシフィックFC、キャ
ヴァルリーFC、フォージFC、
ヴァラーFCが⼊っている。
 しかし、キャヴァルリーFCが
⾸位になったかと思えば、パシ

フィックFCが⾸位になり、また
その下もヴァラーとフォージが

激しいつばぜり合いが繰り広げ

られている。

 15節まで終わり、いよいよ
レギュラーステージも中盤戦。

佳境に⼊って、プレーオフ争奪

戦も熾烈になっていく。

カナダ�⼿�について

�14�、�15�のヴァラーFC ヴァラーFCのA代�たち その１



今回の移籍市場で獲得した選⼿は所属元の

クラブ名はさることながら、選⼿バリューと

しても⾮常に優れたプレイヤーを獲得する

ことに成功したと⾔えるだろう。

・獲得選⼿⼀覧

◆ベン・デイヴィス（リヴァプール�）
◆コナー・フーリハン（アストンヴィラ）

◆モーガン・ギブス=ホワイト（ウルウズ）
◆ロビン・オルセン（ASローマ）

�⼿の�得も⼿�しでは喜べず�

2021/9/10 シェフィールド・ユナイテッド� ��ジャパン

 しかし、この補強には難点も存在している。まず

は当初からヨカノビッチ監督が訴えていたウインガ

ーの獲得がないことだろう。駆け込み補強感は否め

ず、パニックバイならぬ、"パニックレンタル"と
いった表現が適切なのではないか。監督の意思がフ

ロントに伝わっていないことは⼤きな不安材料だ。

 また、財政⾯にも不安が残る。ベルゲの残留には

成功したものの、ラムズデールは売却し、今回獲得

した選⼿はすべてレンタルと不穏な雰囲気が。今季

プレミア復帰できない場合は、クラブの財政はどう

なってしまうのか…懸念材料は多い。

リーグ屈指の戦⼒を補強!!

"パニックレンタル"は吉と出るか

ライター�とて



8/29の蔚⼭現代と仁川ユナイテッドの試合前に⾏われたメディア会⾒で、
蔚⼭現代のホン・ミョンボ監督が元オーストリア代表FWルーカス・ヒン
テルゼーアの退団が決まったと明かした。(その後ドイツ2部のハノーファ
ー96への移籍が正式に決定)。
Kリーグの選⼿登録期間は8/20で終了しているため、今夏の移籍市場で
蔚⼭現代はヒンテルゼーアの代わりとなるストライカーを補強できない。

そのため残りのリーグ後半戦、ACL、FAカップをキム・ジヒョンとオ・セ
フンの若いストライカーたちで凌ぐことになった。16年ぶりのリーグ優勝
とACL連覇を狙う蔚⼭現代にとってまさかのハプニングだ。
記者からストライカーのブランクについて聞かれたホン・ミョンボ監督

は、以下のようにコメントし、キム・ジヒョンへの信頼を強調した。

「キム・ジヒョンがいる。才能がある選⼿だ。ベンチにい続けたため⼀定

部分成⻑させなければならない。ストライカーがいないことは難しいだろ

うが、キム・ジヒョンを信じている」

蔚�は優�・ソウルは�留に向けて�の�

2021/9/10 Kリーグ� ��ジャパン

9/7、現在Kリーグ1で最下位に沈むFCソウルが、パ
ク・ジンソプ監督が成績不振の責任を取り辞任したと

発表した。また、同クラブのカン・ミョンウォン団⻑

も同様の理由で⾃ら辞任した。

パク・ジンソプ監督は今シーズン初めにFCソウルの
監督に就任するも、リーグ戦27試合を終えて6勝7分
14敗で単独最下位。9/6の全北現代との試合でも3-4で
敗れ、この試合の結果が辞任の決定打となった。

後任は2010年にFCソウルのヘッドコーチとして同ク
ラブの優勝に貢献したアン・イクス監督が選ばれた。

蔚⼭現代、ヒンテルゼーアが電撃退団でKリーグ優勝に暗雲？

最下位FCソウル、パク・ジンソプ監督が辞任

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
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