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 川崎は今年、横浜FM戦から開幕。主⼒の移籍

や相次いだ負傷などはあったが、⼀瞬たりとも

⾸位を譲らないシーズンだった。

 横浜FMが�も⾸位に接近したのが、川崎が

福岡に敗れた8/25だ。この時の差は勝点1。これ

を機に、川崎はルヴァンカップ、ACLで敗退…

タイトル獲得権を失ったが、そこからは⾒事な

復調。集中⼒を発揮して8連勝を遂げ、横浜FM

を⼀気に突き放した。

 分⽔嶺となったのは9/22。宮城天の劇的ゴー

ルで勝ち越した⿅島戦か。ドローで終了して

いたら、結末は変わっていたかもしれない。

川�フロンターレ、リーグ�覇�成�

2021/11/5 川�フロンターレ� ��ジャパン

 11⽉3⽇の浦和戦は、絶好調なフロンターレの中盤、橘⽥

健⼈、旗⼿怜央、脇坂泰⽃が、浦和の江坂任、⼩泉佳穂、

平野佑⼀らとスリリングな攻防を繰り広げた。

 結果、お互いゴール前の混戦からの1ゴールずつで引き分

け。これで浦和とはルヴァンカップの準々決勝の2試合から

3試合続けて引き分けとなった。

 川崎と浦和の双⽅ともベスト4に残っている。お互いに

準決勝を突破したら、決勝での対決となる。決着を付ける

には�⾼の舞台となりそうだ。

�負を�けた鹿�戦

 川崎フロンターレは、11/3勝点

マジック4で浦和レッズ戦へ。

 激しい中盤の攻防が展開された

試合で、川崎は33分にジェジエウ

のゴールで先制したものの、89分

酒井宏樹に同点ゴールを決められ

てしまった。

 しかし、他会場で⾏われていた

横浜FMの試合はG⼤阪のリードで

試合が進んでいた。川崎が試合を

終えた数分後に、横浜FMが敗北。

この瞬間、川崎のJ1リーグ連覇が

決まった。

浦和との決�は�皇��

4��を�して優�決��
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リーグ優勝を逃したが、横浜FMに

⽴ち⽌まっている暇はない。今回

は11/6に⾏われるFC東京戦の

プレビューをしていく。

FC東京はリーグ戦直近4試合で未

勝利。得点はあるが、先制を許す

試合が多くあるマリノスとして、

追いかける展開は避けたい。守備

に徹する展開もあり得るか。

タイトルは失うも、�みは⽌めるな

2021/11/5 ��Fマリノス� ��ジャパン

�前回対戦はオナイウ阿道がハットトリックを記録し

マリノスが勝利。3得点ともサイドのクロスから

得点がうまれており、エリアの中で合わせることが

できるかが⼤事になるだろう。しかし、�近の

マリノスは早い攻撃をゴールにつなげることが

できていない。ゴール前にいくことはできているが

それをゴールまでつなげることがここ�近の課題で

はないかと思われる。

筆者が警戒しているのはMFの

安部柊⽃。⿅島との試合では

両チーム合わせて1番の⾛⾏距離を

記録。攻守において⾛れる彼の

存在はFC東京にとって⽣命線とも

いえるだろう。

マリノスの注⽬選⼿は仲川輝⼈を

ピックアップする。ここ数試合は

先発出場が続いており、ゴールに

迫るシーンも増えてきた。特にFC

東京戦はサイドでの攻防が勝敗を

分けると思われ、より仲川の活躍

が重要となるだろう。⿃栖戦以来

のゴールにも期待したい。

■G⼤阪戦結果

11/3に⾏われたG⼤阪戦は0-1で敗戦となった。これに

より今期のマリノスの優勝はなくなってしまった。

前半から守備意識を⾼くもつG⼤阪だったが。それを

かいくぐる場⾯もあり、マリノスが攻め込む時間が

多かった。しかし、後半早々に⼿痛い先制点を献上。

選⼿を変えながら怒涛の攻撃を⾒せるも�後まで

決められず、敗戦となった。

ライター�たいまり



「松⽊玖⽣加⼊」の⼀報。決勝進出⽬前で失点を喫してルヴァン

カップ敗退、残りは消化試合となり、事実上シーズンが終了した

FC東京サポーターを歓喜させるニュースが舞い込んだ。

松⽊玖⽣といえば、⾼校サッカー界�強の⻘森⼭⽥⾼校で1年から

スタメンを張る傑物だ。フランスのリヨンなどで練習に参加して

おり、海外移籍が有⼒視されていたが、まずはFC東京で⾜元を

固めてから海外を⽬指す決断をした。

ボール奪取能⼒やセカンドボール回収を持ち味とする⼀⽅で、

前に出て得点を取る⼒も持っている。得点源が偏っているFC東京

にとっては、強みである中盤の強度を落とさずに新たな得点源に

なる可能性も秘めている。期待の⼤物ルーキーはFC東京に悲願の

リーグタイトルをもたらす存在となるのか、東京サポーターは

かつてないほど期待を持って新シーズンを迎えられそうだ。

�⽊玖⽣が電���� 

2021/11/5 FC東�� ��ジャパン

■U-18より昇格

・安⽥虎⼠朗

・野澤零温

・梶浦勇輝

クラブユース選⼿権準優勝の

中⼼メンバーたちだが、まず

はU-23での出場がメインとな

るだろう。

■獲得

・松⽊玖⽣（⻘森⼭⽥⾼校）

・寺⼭翼（順天堂⼤学）

寺⼭は久保建英、平川怜らを

中⼼に2年連続2冠を達成した

チームで⾼校2年の頃から出場

機会を得る。3年になり主将と

してチームを引き継ぐも、

リーグ降格の苦難を味わう。

ボランチが主戦場となるが、

栄光も挫折も味わった東京で

「キャプテン翼」は中盤の

激しい競争を⽣き残れるか。

・⻄堂久俊（早稲⽥⼤学）

フィジカルを活かした突破⼒が

武器のWG。左⾜からの得点も

魅⼒で、東京の得点⼒不⾜を

補えるかにも注⽬だ。

⽇本代表の不振もあり、後任候補として挙げられる

⻑⾕川監督の退団の噂が報じられるようになった。

また、サイドの突破⼒を⽀えるアダイウトンにも

退団の報道が出ており、仮に事実になった場合は

チームを作り直すことにもなる。⻑友はもちろん、

森重やディエゴ・オリヴェイラなど全盛期を終えよ

うとしている主⼒もいるため、今のメンバーで優勝

を狙える時間は⻑くはない。アーセナルの監督を

引退後、現在はFIFAで働いているベンゲル⽒を

アドバイザーとして招聘するといった噂も報じられ

ており、来季のチーム作りに注⽬だ。

来季の新加⼊選⼿

「⾼校�強」チームのエースが加⼊！

�団の�

ライター�わたあめ



11/3に⾏われたベガルタ仙台戦。前節

名古屋との上位対決で2点差を追いつ

き得た勝ち点1を価値あるものとする

ため、勝利が必須のゲームだった。

試合はいきなり動く。3分深い位置で

得たFKでMFアンドレス・イニエスタ

からのボールに神⼾に合流後毎試合

得点に絡む活躍を⾒せるFW武藤嘉紀

が頭で合わせ先制。だが、その3分後

に真瀬拓海に同点ゴールをたたき

込まれてしまう。

��留�い3�戦 ラウンド1は4発快��

2021/11/5 ヴィッセル�戸� ��ジャパン

■イケメン総選挙、中間発表

2018年からヴィッセル神⼾が実施しているイケメン

総選挙。第4回となる今年の中間順位が発表された。

⾒事に1位に名を連ねたのはGK飯倉⼤樹。

枝⾖に⾝を包んだチーム⽇本⼈�年⻑はクラブの

YouTube公式チャンネルで「進退をかけて臨む」と

コメントしていた。その想いがファンに届いたの

か。初の戴冠が期待される。

FWリンコンにJリーグ初ゴールが

⾶び出るなど4-2で勝利をおさめ

勝ち点を64に伸ばした。だが、

いまだに6位浦和まで5差と

しびれる戦いは続く。

次節はまたも、残留争いの渦中に

いる徳島ヴォルティスをホームに

迎える。代表ウィークを挟みアウ

ェーで横浜FC戦。来季J1の座を

かけて死に物狂いで挑んでくる

チームとの対戦の難しさは今節で

実感した。だが、さらに勝ち点を

積み上げ過去�⾼順位となる3位

の座を死守し、アジアの舞台へ

舞い戻りたい。

2度追いつかれるも...

⾸位は「枝⾖さん」？

ライター��⾒⼤�

35分FWドウグラスがトラップで

ボールを浮かせDFを交わすと、

そのままダイレクトシュート。

スーペルゴラッソで勝ち越し点を

奪う。前半の終了間際、武藤を

後ろから倒してしまった

アピアタウィア久が2枚⽬の

イエローで退場。⼈数でも有利と

なり、試合は盤⽯化と思われた。

それでも、残留争いを戦う仙台は

粘りを⾒せ、52分シュートの

こぼれ球を加藤千尋が押し込み

再び同点に。それでも、けがから

復帰したMF⼭⼝蛍が得意の

ミドルで3度のリード。その後は



彼はアーセナルの下部組織に2年在籍し、U16からフル代表まで選出

された経歴がある。当時、将来が期待されていた選⼿の1⼈で英国、

ウェールズ、イタリアのクラブで活躍したあと、タイの強豪ムアントン

ユナイテッドに移籍。その後、ジュビロ磐⽥で1シーズン14点を挙げる

活躍を経て、2017年に北海道コンサドーレ札幌に加⼊。チームのJ1

残留に貢献した。その⻑⾝からは考えられない⾜技と決定⼒が武器で、

シザースやボディフェイントで⼀枚はがした後に、後ろから上がって

きたシャドーの選⼿にパスを供給することも可能だ。得点に貢献し続け

てる。現在39歳とサッカー選⼿としては⾼齢で、今季決して出場時間が

⻑いわけではないが、出場したら何かが起こる選⼿だ。若⼿の育成にも

貢献しており、チームメイトが居残り練習をしていると、付き合って

シュートの練習などをするといった⾯倒⾒の良い⼀⾯も持っている。

⾃⾝のことを"熟成されていくワイン"と表現したことがあるジェイが、

今後どのようなキャリア終盤を過ごすか、注⽬していきたい。

札�の英国�⼠ ジェイ

��ジャパン

今年39歳のジェイは札幌の攻撃

を活性化させてくれる1⼈だ。

彼が⼊ることで前でボールを収め

ていくことが出来る。シャド―の

2⼈が裏に抜けるためのタメを

作ったり、菅のクロスに合わせ

たりすることが可能な選⼿だ。

ミラン・トゥチッチ、ドウグラス

オリヴェイラも⾝⻑が⾼く、

ポストプレー⾃体は可能だが、

ジェイほど確実にこなせる選⼿は

コンサドーレにはいない。

札幌に住んで4年⽬のジェイは北海道を中⼼に展開し

ている"トリトン"という回転寿司屋がお気に⼊りの

お店とのこと。その中でも⼀番のお気に⼊りは

ニクソンロールという巻物で、中⾝はきゅうりと

クリームチーズ、さらにウナギが上に乗っている

ものだという。

⾁を⾷べないと公⾔しているジェイは外国⼈が苦⼿

としやすい⽣⿂にも抵抗がなく、寿司も⼤好きと

語っている。単⾝赴任中のジェイはイングランドに

いる家族と再会し、テーブル席で寿司を家族と

⾷べる⽇が来ることを⼼待ちにしているだろう。

札幌に不可⽋なポストプレイヤー

ジェイの⽣い⽴ち

ジェイが�う���は…

ライター�ししゃも

2021/11/5 コンサドーレ札��



韓国2部リーグに相当するKリーグ2のレギュラー

シーズンが終了し、�終順位と昇格プレーオフに

進出するチームが決まった。

⾦泉尚武が本拠地移転後1年で優勝。2位の安養は

クラブ史上初のプレーオフだ。3位⼤⽥と4位全南が

昇格プレーオフに進出。11/3に⼤⽥と全南が1回戦

を⾏い、勝利チームが11/7に安養と対戦する。この

試合に勝ったチームがKリーグ1の11位と⼊れ替え

プレーオフを⾏う。

◆Kリーグ2の�終順位

1.⾦泉 2.安養 3.⼤⽥ 4.全南 5.釜⼭ 6.慶南

7.安⼭ 8.⽛⼭ 9.ソウルEL 10.富川

ファイナルA��チームが決���

2021/11/5 Kリーグ� ��ジャパン

ACL準決勝で蔚⼭と浦項のKリーグ勢の対戦が実現した。

下⾺評では国内リーグで⾸位に⽴つ蔚⼭が圧倒的に有利と

⾒られていたが、準々決勝の全北との試合で消耗していた

蔚⼭は思うように前線にボールを運べず。浦項に決定機を

作られる場⾯もあった。

蔚⼭は元横浜FMのユン・イルロクのゴールで先制するも、

68分に蔚⼭のウォン・ドゥジェが危険なタックルにより

⼀発退場。89分にFKから浦項DFアレックス・グラントが

同点ゴールを挙げて試合は延⻑戦へ。さらには延⻑戦でも

試合は決まらず、勝敗はPK戦に委ねられた。PK戦では蔚⼭

DFブルタイスがPKを外し、浦項は全員が成功。浦項は

2009年の優勝したシーズン以来の決勝進出を決めた。

Kリーグ2の��順�が決�

Kリーグ1は12チームがH&Aで対戦する

レギュラーシーズンの順位をもとに、

6チームずつに分かれてそれぞれ優勝・

残留をかけて総当たりのリーグ戦を

⾏う⽅式となっている。

10/25に、今季の対戦表が決まった。

◆ファイナルＡ(上位6チーム)

1.全北現代 2.蔚⼭現代 3.⼤邱

4.済州 5.⽔原FC 6.⽔原三星

◆ファイナルB(下位6チーム)

1.仁川 2.浦項 3.城南

4.江原 5.FCソウル、6.光州

浦項がACL決�へ

ファイナルA��チームは�

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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