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B・シウバはポルトガルに1994年8⽉10⽇に⽣まれ、8歳でポルトガルの
強豪・ベンフィカの下部組織に所属。トップチームに昇格後は描いてい

たような結果を出すことができず、モナコへレンタルとして移籍した。

すると、1年⽬はリーグ戦32試合に出場、9ゴール3アシストの活躍を
し、完全移籍となった後も成績を伸ばしていった。シティへ移籍する前

のシーズンでは、リーグ戦37試合8ゴール9アシストと抜群の記録を残し
ている。

そして、シティへ完全移籍してからはゴールだけでなくチャンスメイク

を積極的に⾏い、アシストも複数できる選⼿としてチームの⽋かせない

パーツとなっている。ウイングだけでなく攻撃的ミッドフィルダーとし

ても活躍できる貴重な選⼿だ。グリーリッシュも加⼊したがまだチーム

に完全にフィットしきっている状態ではないため、彼の存在がまだまだ

必要だ。ドリブル突破という⼤きな武器もあり、ユーティリティー性も

⾼いB・シウバは、まだまだシティに在籍して欲しい選⼿だ。

�団�されたB・シウバが活�

2021/10/22 マンチェスター・シティ� ��ジャパン

第8節バーンリー戦は代表招集の
関係でブラジル代表のエデルソン

とジェズスが⽋場、F・トーレス
も怪我の影響でメンバー外に。

その中活躍したのはB・シウバ。
まず先制点を決めたシーンで

得点への意識だけでなく、

チャンスメイクの重要性も

理解していたことが⼤きいはず。

元々移籍する可能性が⾼かった

B・シウバがこのような活躍を
することは信じられない幸運だと

ペップは語っている。

今のB・シウバの彼⼥はイネス・デグナートマズ
さんだ。EURO2020のリポーターとして紹介された
ことでも知られている。

チームメイトのジンチェンコはスポーツリポーター

と結婚し、スウェーデンに勝利をした時にはキスと

ハグをしたことが話題となった。

しかし、B・シウバは⼤きな話題になることはなか
ったように思える。いつも冷静なB・シウバが彼⼥
の前ではどのように振舞っているか、サポーター

としては気になるところだ。

奇跡の残留

B・シウバの⽣い⽴ち

B・シウバの彼女は��

ライター�ししゃも



��トーマス・トゥヘル監督就任後、3-4-3システムを導⼊し、調⼦を上げているチェルシー。
そんなチェルシーはここ数試合で新たなシステム"3-5-2"を試している。
��以前の1トップ2シャドーと違いヴェルナー、ルカクが2トップで主に出場している。ヴェルナ
ーのスピードを警戒すればルカクが空き、ルカクを警戒すればヴェルナーのスペースが空く、

FW2⼈の武器を⽣かし合う2トップとなっている。
��しかし、3-5-2システムの真の⽬的は「"チェルシー対策"への策略」だ。以前の3-4-3システム
では守備時に5-2-3へ可変していた。この時、2ボランチを揺さぶり、2ボランチ脇や間(画像の
⾚⾊のエリア)を狙う攻撃が多く⾒られた。これに対応するため3-5-2システムでは、守備時に
5-3-5に可変し、以前狙われていた⾚⾊のエリアを��������＂��侵⼊させづらくする��＂��狙いがある。
�攻撃では、ハーフスペースを取る役割をシャドーの代わりにインサイドハーフ(画像のカン
テ、コバチッチのポジション)が担っている。今シーズンレンタル移籍で加⼊したサウールや
復帰したバークリー、昨シーズンブレイクを果たしたマウントらもこのポジションでプレー

することが可能だ。

��3-5-2システムではシャドーが存在しないため、ハフェルツ、ツィエク、プリシッチ、オドイ
は出場が難しい。トゥヘルは3-4-3システムとの併⽤を考えているだろう。�

�システム3-5-2の利点とは

2021/10/22 チェルシー� ��ジャパン

3-4-3よりも守備に重点を置いたシステム

ライター�ゲン



第8節クリスタル・パレス戦では、今季からクリスタル・パレスの監督
に就任したパトリック・ヴィエラがエミレーツスタジアムに凱旋を果た

した。ヴィエラはかつてアーセナルの"インヴィンジブルズ"のキャプテ
ンを務めていた。

試合はアーセナルがオーバメヤンの先制ゴールで先⾏するも、後半に

カウンターから2点を奪い、クリスタル・パレスが逆転に成功。しか
し、後半ATにラカゼットの劇的同点ゴールを決め、最終的には勝ち点1
を分け合う結果となった。

また、試合後のインタビューでヴィエラは前半終了間際のクリスタル・

パレスのマッカーサーのサカに対するファールが退場に値するか聞かれ

た際に、�I�m�sorry,�I�didn�t�see�it.�『悪いが、よく⾒えなかったよ。』
と答えており、ヴェンゲル元監督の影響を受けてるなと感じられる⼀幕

もあった。

上��いを⽬指す⽇々

2021/10/22 アーセナル� ��ジャパン

冨安のポジションが試合を追う

ごとに内寄りになっている。

冨安が右SBから3バック化よりも
アンカーの脇に⼊ることで左の

ウーデゴールと共にFWの背後で
パスを受けられる。

また、内側に⼊ることで相⼿の

SHを釣ることでCBから⼤外の
選⼿へのパスコースを作ることも

可能だ。3バック可変と違い、
サイドでトライアングルを形成し

てポジションチェンジを⾏いやす

いというメリットもある。

ラカゼットは今季開幕からリーグ戦での出番が限ら

れていた。クリスタル・パレス戦では後半途中から

ピッチに⽴つとすぐさまプレーが途切れたタイミン

グで観客を煽りチームを⿎舞する姿が映った。

チームもラカゼット投⼊後はワンタッチプレーが増

加。ラカゼットを中⼼にシュートシーンを増やして

いった。そして、後半ATラストプレーのCKでこぼれ
球がラカゼットの元に転がり込みこれを⾒事に押し

込みチームを救った。出場機会が限られる中不満を

メディアに⼝にすること無く、ピッチに⽴てばチー

ムを救うその男に真のプロフェッショナルを⾒た。

戦術コラム:2-3-5システム

パトリック・ヴィエラの凱旋

プロフェッショナル:ラカゼット

ライター�Coffee�



2点ビハインドで迎えた74分、左WBを務めていた
フェルナンド・マルサウに代わり投⼊されたのは

WOLVESの10番ダニエル・ポデンセ。

トップ下のような位置に⼊りシャドーとして⾃由に

プレーしていた印象だが、⾮常に⾼い⾜元の技術と

広い視野を持つ彼の投⼊によりWOLVESはアタッキ
ングサードでボールをキープできるようになった。

⾼い位置でボールを持てるようになったWOLVESは
勢いづき結果として3得点。ポデンセ⾃⾝も1アシス
トを記録した。1⼈で流れを変えることのできる選⼿
がベンチにいる。アタッカーの層の暑さは随⼀だ！

⼤波乱のウエストミッドランズダービー��

2021/10/22 ウォルヴァーハンプトン� ��ジャパン

■頼れるキャプテン、コナー・コーディー

個性の強いWOLVESを統率する28歳のCB。
リヴァプールの下部組織出⾝で、MFを務めていた過去が
あり、アンダー世代のイングランド代表にも名を連ねてい

た。ロングパスの精度が⾼いこともありジェラード2世と呼ば
れたりもしていたが、⾜が遅いという弱点を補うためCBに
コンバートされる。2015年に加⼊したWOLVESでは⻑く3
センターバックの中央を任されている。

第8節ウエストミッドランズダービーでも85分に同点弾を
決め、⼤逆転の⽴役者となった。1対1の対⼈守備に未だ
難ありだが、体を投げ出すシュートブロックには気持ちの

熱さが感じられる。アンダー時代から⻑らく遠ざかっていた

イングランド代表にも常連に。これからの活躍にも期待だ。

リーグ第8節アストン・ヴィラ対
WOLVESの⼀戦。WOLVESは
ヴィラ・パークへと乗り込んだ。

前半をスコアレスで折り返した

後半、ダニー・イングスと

ジョン・マッギンに得点を許し、

80分まで2-0ビハインドの状況と
なってしまう。

諦めのムードが漂ってもおかしく

ないが、ここで諦めないのが

今季のWOLVESだった。80分の
ロマン・サイスのゴールを⽪切り

に15分で3得点。アウェイで
⾒事な⼤逆転勝利を収めた！！

�者はどっち�

ピックアップ!!

流れを�えた�代

ライター�Na



ニューカッスル・ユナイテッドは現地時間10⽉7⽇（⽊）にサウジアラビアの政府系投資ファンドPublic
Investment�Fund（PIF）を中⼼とした、PCP�Capital�Partners、RB�Sports&Mediaらの投資グループによ
ってクラブの株式の100％が取得されたことを発表した。PCP�Capitalの代表取締役のアマンダ・ステーブリ
ー⽒にとっては2017年ごろから買収を試みてきたなかで、サウジアラビアの資⾦⼒を借りてようやく成⽴し
た買収である。サウジ国内での⼥性⼈権侵害などの多くの問題の”洗浄”⽬的ではないかといった懸念も⾔わ

れているが、現地ファンやOBたちの間では総じてマイク・アシュリー元オーナーから解放された喜びが爆発
している。アシュリー元オーナーは、移籍市場はもちろん、クラブのインフラへの投資もほとんど無かった

と⾔われ、他のクラブが屋内プールを整備する⼀⽅で家庭⽤ビニールプールで選⼿たちがクールダウンする

姿などは有名だ。アマンダ⽒は、まずはクラブの施設への投資をする意思を表明しており、スタジアム周辺

地区の開発も含めたインフラ投資が加速されることが予想される。

世界有数の経済⼒を⼿に⼊れたニューカッスル・ユナイテッド、かつてのチェルシーやマンチェスター・シ

ティのようにリーグ優勝を争うチームを作れるのか、名⾨復活へオーナー陣の動きに注⽬だ。

Ashley Out !!!  3�ポンドで共同買� 

2021/10/22 ニューカッスル・ユナイテッド� ��ジャパン

投資をケチった前オーナーのおかげというべきか、

ニューカッスルは冬の移籍市場で2億ポンド近く使っ
てもFFPに抵触しないとも⾔われており、出場機会が
減っているビッグネーム獲得の噂は後をたたない。

そのなかで、補強第1号はバーンリーのCBタウコフス
キーになるのではないかとも⾔われている。現在

リーグ最多タイの16失点をしている守備の⽴て直しに
うってつけのDFリーダーであり、タウコフスキーに
とっても、環境を変え⼀⽪むけたパフォーマンスが

できれば、決して層が厚くない代表のCBの座をつかむ
チャンスにもなるだろう。何れにせよ、残留のために

今冬いくら使い、誰を取るのか、⽬が離せない。

4年以上かけてようやく成就

ビックネームは狙わない？

ライター�わたあめ



"絶対王者"としてブンデスリーガに君臨するバイエルンとの⾸位攻防戦はまさかの⼤敗となった。3分に
ダヨ・ウパメカノの折り返しをロベルト・レヴァンドフスキの華麗なバックヒールでゴールマウスに叩き込

まれる。その後も失点を重ね、5-1の⼤敗。前⽇にドルトムントがマインツに勝利したため、順位も3位に
後退する形となった。

55分のパトリック・シックの得点で開幕から続く全試合得点は維持。しかし、ショッキングな敗戦となって
しまった。バイエルンのMFジョシュア・キミッヒは「正直15分くらいまでは⼤差なかった」と答えた。その
⾔葉の通りその後はルーカス・フラデツキーの好守もあり、粘りを⾒せたがその後、30分の失点を⽪切りに
7分間で4失点。後半は今季7試合で20得点を挙げている攻撃陣が⼒を⾒せる。53分に迎えたデミルバイの
決定機こそ、ノイアーに防がれるが、その後フロリアン・ヴィルツのラストパスをシックが沈めた。その後

も87分に新加⼊のアドリがドリブル突破から最後はルーカス・アラリオが決めたかに⾒えたが、オフサイド
の判定。前半の⼤量失点が響く形となった。

好調を維持していただけにショッキングな敗戦となった。それでも後半のシステム変更からは息を吹き返し

ていたように⾒える。ヨーロッパリーグでも好調を維持しているが、ドルトムント戦で4失点、バイエルン戦
で5失点と上位2チームに⼤量失点を許しているのは少し気になる点だ。他チームに対しては6試合で3失点。
守備⾯の⾒直しで攻撃⼒を持つチームへの守備強度を強化して、3位から反撃の狼煙を上げる。

⾸�攻�戦は前半に5失点...

2021/10/22 バイヤー・レヴァークーゼン� ��ジャパン

。開幕戦のフェレンツバーロシュ戦は先制を許しな

がらも、シュート22本を浴びせて逆転勝利。セルテ
ィック戦は4得点で⼤勝し、現状グループ1位につけ
ている。

この後は勝ち点で並ぶベティスとの直接対決。今期

からヨーロッパリーグGL2位はチャンピオンズリー
グGL3位とのプレーオフに回ることになるため1位通
過のために重要な試合となる。

ヨーロッパリーグ�開幕2連勝！

ライター��⾒⼤�



開幕から8試合負け無しと最⾼のスタート
ダッシュを切ったマルセイユだが、ここ4試合
勝ち星がない。原因は⾊々あると思うが、

前々回のレポートで話したラストピースの

問題が解決されていないようにとれる。

ここから1ヶ⽉ほどでラツィオとELで2回、
PSG、リヨンとのダービー、リーグで好調の
ニースらとのカードが待っている。ここでの

結果は前半戦の結果に直結する。早くも正念

場を迎えているが、意地を⾒せて欲しい。

早くも正念場 

2021/10/22 オリンピック・マルセイユ� ��ジャパン

今回の代表ウィークに⾏われた、ネーションズ

リーグファイナルでベルギー、スペインを破って

フランスが優勝した。マルセイユからは

ゲンドゥージが招集されていた。

ちなみに、左サイドを飾ったリュカ、テオの

エルナンデス兄弟はマルセイユ出⾝。

W杯へ向け、勢いを付けたいフランス。カマラ、
パイェ、サリバあたりの選⼿はそろそろ呼ばれても

おかしくはない。次はマルセイユから1⼈でも多く声
が掛かって欲しいものである。

暗雲漂う

戴冠！レ・ブルー！

ライター�K



���更の⼤ギャンブル

 迎えた第24節、⾸位のフォージFCをホーム、IGフィールドに迎えた。フォー
ジとしては⾸位を守るため、ヴァラーもプレーオフ進出には負けられない1節
だった。5分、早速ヴァラーのロッコ・ロメオがGK⽬の前まで詰め、クロスを
受け取りシュート。38分にフォージのガーヴェン・メトゥーザラに追いつかれ
るが、44分、ウィリアム・アキオがハーフウェーラインを越えてドリブル突破
してシュート。⾒事⾸位チームを突き放す。59分にはモーゼス・ダイアーが
とどめ。3-1で快勝した。
 25節、アウェーのスターライト・スタジアムに乗り込んだ勇者は、パシフィ
ックFCと⼀戦を交える。9分、パシフィックのジョシュ・ハードに先制される
も、14分にダリル・フォーダイスが決めて追いつく。しかし23分、パシフィッ
クのテラン・キャンベルが勝ち越すと、エンドの変わった49分、キャンベルの
ゴールによって突き放される。その後は得点の匂いがするようになり、59分に
アキオが1点返すもその後は決められず2-3で敗北となった。
 ドス＝サントス体制とはなったが、6試合中1勝しかしていない。現在のヴァ
ラーFCは6位。プレーオフ進出には残り4節で3点差の5位ヨーク・ユナイテッド
FCと4点差の4位HFXワンダラーズを抜かなくてはならない。

 9⽉22⽇、北中⽶カリブサッカー
連盟(CONCACAF)は、2024年から
カナディアン・プレミアリーグの

上位2クラブににCONCACAFチャン
ピオンズリーグ出場枠を与えると

発表した。

 現在はリーグ優勝をしても

CONCACAFリーグ出場権となり、
チャンピオンズリーグに出場する

にはカナダ選⼿権を勝ち抜く必要が

ある。しかし、⻑い歴史を持つため

レベルが全く違うアメリカのMLS
からも出場するため、出場権獲得は

⾮常に厳しい。今回の1件が、
カナディアン・プレミアリーグと、

カナダサッカー界の救いの神となる

だろう。

2021/10/22 ヴァラーFC� ��ジャパン

 9⽉24⽇、ヴァラーFCからまさか
のニュースが告げられた。2年半
監督を務めたロブ・ゲイルを解任、

新監督としてフィリップ・ドス=
サントスが就任したのだ。

 ドス＝サントスはケベック出⾝。

MLSのヴァンクーヴァー・ホワイト
キャップスでアシスタントコーチを

務めた後、"勇者"を率いることと
なった。

 しかし、就任後初戦のヨーク・

ユナイテッド戦(1-2)、その次の
パシフィックFC戦(1-3)でそれぞれ
負け、さらにその後FCエドモントン
(1-1)、カヴァルリーFC(0-0)との
2試合はそれぞれ引き分けと、交代
しても勝ちがない試合が続く。

 ヴァラーFCのホームスタジアム、IGフィールドについてご紹介しよう。
 ウィニペグのマニトバ⼤学の敷地内にあるIGフィールドは、2013年に開場
した⽐較的新しいスタジアムだ。ネーミングライツはインヴェスターズ・グル

ープ社で、略してIGフィールドと呼ばれている。北⽶では主流となっているア
メリカンフットボールとの兼⽤スタジアムで、カナディアン・フットボールリ

ーグ（アメフト）のウィニペグ・ブルーボマーズも使⽤している。

 ブルーボマーズの姉妹チームであるヴァラーFCは、カナディアン・プレミア
リーグ初年度の2019年からホームスタジアムとしてゲームを開催している。収
容⼈数は33500⼈。サッカーについてはヴァラーFCのほかにも、2015年FIFA
⼥⼦ワールドカップの開催実績もある。
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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



CLUB REPORT vol.15

編集：蹴球ジャパン

作成：蹴球ジャパンライター


