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2021シーズン
プレーバック
今回の特別編では
2021シーズンをプレーバック!!
サポーター目線で解説する
コアな情報をどうぞ！

2021年12月

今季の
ベストプレイヤー
蹴球ジャパンのクラブ記者が選ぶ
今季のベストプレイヤーは？

�別�

※��について
クラブ内レポートの��については

すべてGetty imagesさんより
�⽤させていただいております。

https://www.gettyimages.co.jp/
editorial-images
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MANCHESTER
CITY FC 
マンチェスター・シティ

BEST PLAYER

 数々の記録と思い出を残し退団したアグ
エロの後釜として、今夏ハリー・ケイン
獲得に本腰を入れたが叶わず。もう1人の
ターゲットであるジャック・グリーリッ
シュをプレミア史上最高額の1億ポンドで
獲得するにとどまった。
 ストライカー不在でも、マフレズを除く
前線の8人全員が複数ポジションをこな
せ、"ゼロトップ"も高いレベルで実現。
 ペップ体制6年目で成熟したチームは、
優勝を争うチェルシー、リバプールとの
アウェイ2連戦で勝ち点4をもぎ取り、17
節終了時点で首位を守っている。
 冬の過密日程を前に、負傷離脱は復帰間
近のフェラン・トーレスのみで、アフリ
カネイションズカップでの離脱者もマフ
レズ1人だ。プレミアリーグ連覇、そして
悲願のチャンピオンズリーグ制覇に向け
て盤石の体制で後半戦を迎える。

 シーズンが始まる直前までラ・リーガへ
の移籍が濃厚となっていたベルナルド・
シルバは現在のマンチェスターシティで
は欠かせない存在となった。
 彼の特徴はドリブルの突破力と90分走り
続けられるスタミナだ。週末のリーグ戦
にフル出場をした後のミッドウィーク開
催の試合もフル出場で試合をこなせる規
格外の体力の持ち主である。
 特に印象的なシーンは11月に行われたマ
ンチェスター・ダービーでの2得点目だろ
う。他の選手はボールが外に出ると予想
した中でも、走り込んで決めたシーンは
彼のプレーを象徴した得点と言える。

ベルナルド・シルバ

順位:1位

�
�
�
�
�
�
�

     (

�
�
�
�
�
�    

部)

1

FORMATION

COACH
ペップ・グアルディオラ

悲願のビッグイヤーへ

PICK UP!!
マンチェスター・シティ

��ジャパン ライター�わたあめ ししゃも

相手に
混乱をもたらす戦術

CL決勝の悔しさをバネに

 昨�のロドリはシーズン��に��を落とし、CL
決�という⼤⼀�でフェルナンジーニョにポジシ

ョンを�った。ところが、��はアンカーという

⽬立たない�回りでありながら、⽉間MVP�票で
TOP3に�るなど、ファンも�める⼤⾞輪の活�。
ただ、昨シーズンと�べても1��あたりのデュエ
ル��など、��はそれほど��はない。

 そんなロドリが昨�に�べ、⼤きく成�したのが
ポジショニングだ。彼の���りが��されたこ

とにより、�率的に相⼿のクリアや�パスを回�

できるようになった。フェルナンジーニョが1�で
埋めていた�は、ウォーカーやCB2�との��で
ロドリの不⾜�をカバーし、�や17��9失点の�
�を�る。2�のスーパーミドルやアンフィールド
での�ち�しゴール阻⽌など��的な活�も�い

��のロドリは間�いなくキーマンだ。

     近年のマンチェスター・シティが用いる戦
術の1つ、"偽サイドバック"。主にカンセロや
ジンチェンコがこの役割を果たしている。

 カンセロの場合はSBらしく、切り込んでいく
ドリブルが得意で、一人でボールを前に運べ
る特徴がある。ジンチェンコの場合は代表で
攻撃的ミッドフィルダーとして活躍をしてい
ることもあるのか、チームの攻撃の組み立て
を任されることが多い。
 彼らが攻撃面で相手に混乱をもたらしたこと
もあってか、MFのギュンドアンが昨季は13ゴ
ールを挙げた。怪我の影響でストライカー不
在という状況下でも、得点力維持につながっ
たと要因と言えるだろう。

 年末に向け過密日程になっていく中で、偽サ
イドバックを担う選手によってどのような違
いがあるか注目して見て欲しい。
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LIVERPOOL
リヴァプール

BEST PLAYER

今季も伝家の宝刀である4-3-3を継続。人
間離れしたスピード、フィジカルを持つ
右WGのサラー、左WGのマネや高精度ク
ロスが武器の右SBのアーノルド、豊富な
運動量で相手サイドをかき乱す左SBロバ
ートソンが相手守備陣を崩壊させるのは
見慣れた光景である。
 また、シーズン序盤はレンタルから戻っ
てきた右IHエリオットが躍動。エリオッ
トの負傷離脱後もキャプテンのヘンダー
ソンが攻守において存在感を発揮。右サ
イドはもはや手が付けられない攻撃力
だ。また、左IHではチアゴが、類稀なる
パスセンスや鋭いターンによって、攻撃
にアクセントを加えている。
 守備においても抜かりはない。CBにはフ
ァン・ダイクが帰還し、マティップとと
もに堅固な守備ブロックを形成。GKには
絶対的守護神アリソンが構えており、完
璧なイレブンが揃っている。

今季もこの男はやはり一味違った。公式
戦22試合で21ゴール9アシストと抜群の
成績を残している。ペナルティエリア付
近でボールを受けてドリブル突破からの
シュート、カウンターでの独走、ピッチ
中央に絞ってクロスに合わせるなど多く
の得点パターンを見せている。
 特に、ドリブルに関しては、リーグ7節
のマンチェスターシティ戦、第8節のワト
フォード戦で見せた複数人をかわしての
ゴールは天晴れとしか言いようがない。
エジプトの王はシーズン終了までに一体
どれほどのゴール、アシストを見せてく
れるのか…。

モハメド・サラー

順位:2位
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ユルゲン・クロップ

真紅の両翼が相手を襲う
超攻撃的"4-3-3"

PICK UP!!
"翼"を失う１月、２月をどう乗り切る！？

リヴァプール

アーノルドの進化！
"リヴァプール流"、ロングスロー術

 18-19シーズンにリヴァプールがスローイン専門コ
ーチであるトーマス・グレネマルク氏からスローイ
ンの教えを受けているというニュースが一時期話題
となった。彼の指導の下、スローインの精度が向上
し、スローインからのボールロストも減ったように
見える。そして、今季は更なる発展を遂げている。
 14節、因縁のマージ―サイドダービーの後半にその
シーンは訪れた。アレクサンダー・アーノルドが自
陣右サイドからのスローインにおいて、ピッチ中央
でフリーになっていたチアゴにボールを届けて、そ
こからビルドアップを開始したのだ。スローインの
場面ではボールサイドに人が集中しやすいが、そこ
で、相手の選手を置き去りにできるロングスローを
活用することによって、ビルドアップの起点を作る
ことができ、攻撃のスイッチを容易に入れることが
できるのである。日本のそれとは一風
変わったリヴァプール流の
ロングスローに注目だ。

��ジャパン ライター�もすば〜が〜
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来年の1月9日～2月6日に開催されるアフリカネイ
ションズカップにはサラー、マネ、ケイタが参加
する予定である。ケイタの離脱は、IHの数が多い
ためローテーションの計算が立つが、両WGの離
脱は、リヴァプールに計り知れないダメージを与
えるだろう。この期間をどのようにして乗り切る
のか。筆者の考えを述べていきたい。
 まず、1つ目のアイデアは南野を右WGに起用し、
左WGをジョタ、CFをフィルミーノまたはオリギ
にした4-3-3である。ジョタはウルヴズ時代にWG
起用を経験しているため違和感なくフィットでき
るだろう。また、フィルミーノをトップ下で、オ
リギをCFで起用する4-2-3-1も面白い試みか。
 2つ目は、エリオットを右WGに起用した4-3-3で
ある。エリオットの復帰時期次第にはなってしま
うが、彼もレンタル先のブラックバーンで右WG
として起用されていた。もし復帰が１月中に実現
できれば、ピッチ上で堂々と羽ばたくリヴァプー
ルの"新たなる翼"を見られるかもしれない。
 今季のリーグ優勝を勝ち取るためには、攻撃陣の
奮起が必要不可欠であることは明らか。エールを
送りながら残りの試合も見守っていきたい。



CHELSEA FC 
チェルシー FC

BEST PLAYER

 昨シーズン課題とされた「決定力」を補
うためにインテルからロメル・ルカクを
獲得するも、怪我の影響で期待されたパ
フォーマンスを発揮出来ずにいる。代わ
りに先頭に入り、頭角を現しているのが
ハフェルツだ。軽やかなボールタッチで
敵をかわし、オフザボールでスペースを
作る。圧倒的な得点力は無いが、前線に
リズムを与えている。

 開幕からスタメンに選ばれたトレヴォ・
チャロバーはトゥヘルの要求通りの活躍
を見せている。チェルシーの未来を担う
ユース出身の若手がまた1人現れた。
 中盤ではビリー・ギルモアがレンタル移
籍でチームを離れた。その代わりを埋め
たのは     "復活した天才"ルベン・ロフタス
=チークだ。カンテ、コヴァチッチ、ジョ
ルジーニョに並ぶチームの核へ、着実に
ステップを踏んでいる。

 37歳のブラジル代表CBは、現在プレミア
リーグでキャリアの全盛期を迎えてい
る。チームに加わり、期待通りの活躍を
見せた昨シーズンに対して今シーズン序
盤は、EUROで大躍進を遂げたデンマーク
代表のクリステンセンにスタメンの座を
譲っていた。

 しかし、第3節に途中出場すると、次節
の4節からは先発出場。リーダーシップと
質の高いプレーで存在感を示した。浮き
足立つチームの最後の�としてGKメンデ
ィと共に欠かせない存在となっている。

チアゴ・シウヴァ

順位:3位
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トーマス・トゥヘル

各ポジションで伏兵が活躍

PICK UP!!
 10月時点で首位に立ったチェルシー。その後2ヶ月
間順位を守り続けるも、第14節のウェストハム戦に
敗れて3位に転落。開幕から第11節まで4失点という
堅守も、第12節のマン・ユナイテッド戦から、CLを
合わせた5試合で10失点。負傷離脱も多く、リーグ
3位に位置づけながらも、チーム状態は下り調子だ。
 だが、この失速はあるデータ通りとも言える。10月
20日時点のチェルシーは「ゴール期待値(xG)」以上
のゴールを決め、「被ゴール期待値(xGA)」以下に
失点を防ぎ、「勝ち点期待値(xPts)」以上の勝ち点
を獲得していたのだ。
 今季のチェルシーは、GKを除く22選手中、17選手
がゴールを決めている。さらに、そのゴールは難易
度の高いシーンが多く、決定的な得点機会を作った
回数が少ない。守備では、GKメンディの活躍が光る
反面、ピンチを作られている回数も多い。それを踏
まえた「勝ち点期待値」を反映させている順位では
首位とはほど遠い8位となっていた。
 10月20日でのゴール数ではリヴァプールに次ぐ2
位、開幕から11節までの4失点、そして、リーグ首
位の結果は”異常”であった。”データ通り”の失速を
どう乗り越えていくのか、注目だ。

失速はデータ通り！？

チェルシーFC

ジョルジーニョは果たして不調か
 EURO、CLでの優勝から、バロンドール3位の称号
を得たジョルジーニョ。しかし、マン・ユナイテッ
ド戦、ウェストハム戦で失点に直結するミスを犯
し、ここ数試合では不調という印象が拭えない。
 だか、私個人の見解では「ジョルジーニョは不調で
は無い」と考えている。
 それは、ジョルジーニョのビルドアップ能力に磨き
がかかっているからだ。ターンのキレやロングボー
ルの精度は飛躍的に向上している。また、相手の陣
形をポジショニングやショートパスで壊し、確実に
アタッキングサードへボールを進めている。彼の活
躍もあり、ここ数試合でチームがビルドアップに苦
戦したシーンは少ない。
 「不調では無い」という意見はあくまで私個人のも
のだが、ジョルジーニョのプレーは目立ちづらく、
ハイライトで映るシーンはPKがほとんど。
 「ジョルジーニョは不調か」。この答えは
あなたの目で確認し、答えを出して
欲しい。

��ジャパン ライター�ゲン
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ARSENAL 
アーセナル

BEST PLAYER
 今季新たに背番号10を背負ったアカデミー育ち
の神童。チームを救った昨シーズンだが、課題と
して得点力と自分で仕掛ける意識が挙げられてい
た。しかし、今シーズンは12/14時点で5ゴール
を決めており、チーム内得点王に君臨している。
特に、こぼれ球に対する反応が鋭くうち3得点は
味方の仕掛けやCKからのこぼれ球に反応してダ
イレクトで仕留めている。
 仕掛ける意識も"Take-ons Completed"（1対1
のドリブル突破の成功数）のデータを見ると、
90分辺り0.7回(昨季)から1.9回(今季)倍以上と
なっており、成功率も33.3%から67.65%に上昇
している。
 シーズン後半戦もこの若き10番の活躍から目が
離せない。

エミール・スミス=ロウ

順位:4位
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4-2-3-1からの可変システム

PICK UP!!
アーセナル

��ジャパン ライター�Coffee�
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 ベースは昨季後半から継続の4-2-3-1。開幕前
からガブリエウやトーマスの負傷、主力数名のコ
ロナ陽性もあり、ベストメンバーを組めないまま
開幕3連敗を喫する。しかし、その後はガブリエ
ウら主力の復帰、冨安加入もあり4節からは8戦
無敗。特に、6節のノースロンドンダービーから
は右WGにサカ、左WGにスミス=ロウを置く形に
変更。これにより、サカが窮屈さから解放され、
輝きを取り戻した。
 このシステムの肝は右SBの冨安だ。スタートは
4バックの右SBだが、ビルドアップ時は高い位置
は取らずに3バックの右や中央に寄る偽SBとして
前線へのパスの供給役になりつつ、オーバーラッ
プとインナーラップで攻撃に厚みをもたらす。
守備では対面のWGを封じ込め攻守に欠かせない
存在になっている。
 また、当初は出番が多くは無かったマルティネ
ッリが左右どちらのWGとして出場しても幅を取
って仕掛けつつ、斜めの動き出しで裏を狙うWG
兼ストライカーとして才能を開花させ始めた。
 スミス=ロウやサカとは違ったキャラクターとし
て戦術の新たな引き出しになりつつある。

今季からの新たな武器

今季のアーセナルは
ジェットコースター？

 今季のアーセナルはまるでジェットコースター。開幕3試
合で0得点9失点で3連敗を喫するも、4節か11節までの8試
合で8戦無敗（6勝2分）。その間5試合でクリーンシート
を達成する堅守も披露した。
 12節から15節の4試合ではリヴァプールに大敗を機に転
落。マンチェスターUとエヴァートンには先制するも、逆
転負けを喫し、1勝3敗と調子を落としてしまった。ただ、
16節のサウサンプトン戦は快勝。このまま年末の過密日程
に向けて調子を上げていきたい所だ。
 ジェットコースターぶりは試合内容にも反映されている。
上手く先制してそのままの調子で押し切れる試合もあるの
だが、前半の早い時間に先制すると、途端に自分たちの
強みである後方からのビルドアップと前からのプレスを
放棄した後ろ重心の戦いになり、相手を勢いづかせ
勝ち点を落とす試合が目立つ。
 その中で、16節のサウサンプトン戦は
先制後も追加点を奪い、試合を
掌握したことはスコア以上に
評価できるものだった。

 今季はアーセナルは新たに2つの強力な武器を得た。
1つ目はセットプレーだ。昨シーズンはわずか6ゴール
に終わったセットプレーからの得点だが、今シーズン
は12/14時点で7ゴール。特に、CKからはこぼれ球を
押し込む形を含めると、5ゴールを記録した。
 ニアに走り込んで逸らして流し込む形とニアに人を集
めて手薄になるファーを狙う形の2つのCKは再現性が
高く、好セーブに阻まれたシーンを含め何度もゴール
に迫っている。
 2つ目はGKのラムズデールからの前線へのパスだ。昨
季、一昨季からGKを含めたビルドアップからの攻撃
はアーセナルの武器だったが、今季途中に守護神の座
を手にしたラムズデールによって新たな次元に突入。
 
これまで同様のGK+DFラインで相手のプレスを引き
付けて剥がす展開だけでなく、ボランチも降りてくる
ことで相手の中盤を釣り出し生まれたスペースにグラ
ウンダーの鋭いパスを通すことであっという間に相手
のプレスを置き去りにできる。
 また、16節サウサンプトン戦ではラムズデールのパ
ントキック1本で裏に抜け出したマルティネッリに繋
がりあわや得点のシーンもあった。



ラングニック指揮下のユナイテッドで、大きく変わ
ったのはラングニックのトレードマークでもある
トランジション局面での"激しさ"と"速さ"だ。 以前
は、特に"攻⇒守"の切り替えの中でブルーノのよう
に素早い切り替えを見せる選手もいれば、ボールを
奪われた瞬間に立ち止まってしまう選手もおり、チ
ームとしてムラがあった。しかし、チェルシー戦以
後はチーム全体のトランジションに改善が見られ、
相手のカウンター阻止、自チームのショートカウン
ターの発動と相手に大きな脅威を与えている。
 そして、もう1つの変化がボール非保持時のチーム
としての連関性の向上である。今季のOGS政権下で
はロナウドの存在によってプレスがかからず、撤退
したときもSHの守備免除によってブロックが脆いと
いう悪循環に陥っていた。その状況を改善すべく、
ラングニックはロナウドへの守備参加の要求、プレ
ッシングのスイッチとしてのタスクの付与、撤退時
のSH、CFの献身的なプレスバックの促進という修正
を行った。以降、彼の指揮下でのリーグでは2試合連
続のクリーンシートを達成している。ラングニック
は就任会見でも述べた守備の改善を、チームとして
の動きを取り戻すことで解決した。今後はこのサッ
カーがさらに激しく、速くなり、相手を恐怖に陥れ
るサッカーが見れるはずだ。

MANCHESTER
UNITED
マンチェスター・ユナイテッド

BEST PLAYER

 約3年間に渡って指揮したOGSの解任は
サポーターに少なくない悲しみを与えた
が、その数日後サポーター歓喜した。RB
グループでフットボールの1つの潮流を作
った人物が、暫定監督として約半年、そ
してその後もコンサルタントとして2年間
はチームの重役に就任することが発表さ
れたのだ。

 ラングニックは就任の理由として、暫定
監督後のコンサルタントとしてのチーム
への関与ができるという点を挙げたが、
このことはユナイテッドの復権を夢見る
すべての人々にとっても、「長期的なプ
ランニングができる人物による中長期的
マネジメント」として期待されている。
 ドイツ以外の国では指揮経験のない名将
が、マンチェスターの地でどのような冒
険を見せるのかに注目である。

 加入から得点を量産していた彼は前半戦
のベストプレイヤーといえるが、守備面
での献身性の低さなどが目立ち、彼の存
在がOGSの創り上げたチームの崩壊の遠
因となってしまったことも事実である。
 そのような経緯を経てのラングニックの
就任。選手に"走ること"を求める指揮官の
もとでの彼の出番の減少も考えられた
が、蓋を開けてみるとラングニック指揮
下のリーグ戦にフル出場。明らかに守備
への意識が改善され、守備ユニットの一
員となっていた。ラングニック×ロナウド
は両者に進化をもたらすものであり、今
後も彼がキープレイヤーとなるだろう。

クリスティアーノ・ロナウド

順位:6位
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FORMATION

COACH
ラルフ・ラングニック

ラングニックの冒険
inマンチェスター

PICK UP!!
激しく!速く!
ヘヴィメタルなサッカーを

マンチェスター・ユナイテッド

課題も見えたリーグ2試合での苦戦
 上述したようにラングニックの就任から主にチーム
の守備面において改善が見られ、期待感は膨らむば
かりである。しかし、彼の指揮したリーグ2試合で課
題がみえたことも事実だ。
 まず1つはパレス戦でみえた守備ブロックを固めた
相手への対処である。これはどのチームも悩む問題
であるが、縦に速い攻撃を中心とする今のユナイテ
ッドにとってこの課題は今後も向き合わなければな
らない問題となるだろう。
 2つ目が、ノリッジ戦でみえたプレッシングの型の
少なさである。この試合では4-2-2-2の弱点である
SHとSBの間のスペースを上手く利用した相手のビル
ドアップに苦しみ、プレッシングがはまらずに危う
く失点というシーンが何度もあった。これは時間が
解決する課題だと思われるが、「相手のビルドアッ
プの型に合わせたプレッシングの形」の増加が求め
られるところだ。
 3つ目が、ロナウドの替えがいないという問題だ。
彼のリーグ戦2試合でのフル出場には彼と交代できる
控え選手が不在である裏返しか。
移籍も囁かれているカバーニの
復帰が待たれるところである。

��ジャパン ライター�ユナイタクト
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WOLVERHAMPTON
WONDERERS
ウルヴズ

BEST PLAYER

 18試合終了時点で7勝4分7敗、勝点
25で8位に位置するウルヴズ。第12
節ウエストハム・ユナイテッド戦の
勝利以降、"BIG6"3チームを含む直近
7試合でわずか2失点。全18試合で見
ても、得失点差は"-1"、複数失点は
わずか2試合のみだ。守備が奮闘する
も、得点力の不足に監督も頭を悩ま
せているだろう。

 大怪我から復帰したエース、ラウ
ル・ヒメネス(3得点)、新加入のファ
ン・ヒチャン(4得点)は決定力を発揮
しているが、彼ら以外に複数得点者
はなし。シーズン初期は可能性を感
じた新加入WGトリンコン、及びアダ
マ ・ ト ラ オ レ に ゴ ー ル が 生 ま れ れ
ば…という状況だ。

 フットサルイングランド代表出場経験を
持つCB。昨シーズンから徐々に出場機会
を増やし、今シーズンはウィリー・ボリ
ーの怪我により完全に右CBのポジション
を掴んだ。ほぼ全ての試合でハイパフォ
ーマンスを披露。フィジカルの強さ、
読みは随一で、ボールを奪った後の持ち
上がりや狭いところを難なく通すパスに
どことなくフットサル味を感じる。

近々イングランド代表に呼ばれるのでは
という予想が立っている。一見に値する
選手だ。

マクシミリアン・キルマン

順位:8位
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FORMATION

COACH
ブルーノ・ラージ

守備よし、しかし得点が遠い

PICK UP!!

得点力不足が深刻なWOLVES、誰が活躍すれ
ば得点が生まれるようになるだろうか。
 その答えで真っ先に名前が上がるのはやはり
WGのアダマ・トラオレだろう。もはやお馴染
みとなったフィジカルと爆発的なスピードに
よる個の力でチャンスを作り出すが、今シー
ズンは未だ無得点。ラージ監督も彼の使い方
を模索しているようだ。シーズン初めにGKと
の1vs1を数度外したのも、印象が悪かっただ
ろう。彼に決定力が付けばいいのだが…高望
みだろうか。

 WGダニエル・ポデンセも、1人で戦況を変え
るスーパーサブ的な役割で良い働きをしてい
る。彼のテクニックとアイディアで局面を打
開できるシーンは少なくない。もっと効果的
に彼を起用できないだろうか。
 また、怪我で長期離脱中の若手WGペドロ・
ネトの復帰も近い。彼にも期待がかかる。

得点不足解消のキーマンは誰？

ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ

冬の移籍市場はどうなる？

 今夏WOLVESはWGトリンコン、WGファ
ン・ヒチャン、加えてCBイェルソン・モスケ
ーラを獲得。しかし、トリンコンは結果が出
ず、モスケーラは怪我で離脱が続いている。
WOLVESのフロントはファン・ヒチャンの買
い取りオプション行使をめぐり、ザルツブル
グと交渉する予定だという。
 冬の補強は必須だろう。第一に3人でなんと
か回しているMFだ。ネヴェスが好調とはいえ
モウチーニョの年齢や怪我のリスクを考える
と現陣容では厳しい。夏に破談となったレナ
ト・サンチェスやブバカル・カマラ獲得に
もう一度挑戦してもらいたいところだ。
 CBの補強優先度も高い。こちらも夏に破談
となったスヴェン・ボットマンなどが
候補だ。筆者としてはCBもMFも
こなせるブバカル・カマラが
一押しではある。

��ジャパン ライター�Na
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WATFORD FC 
ワトフォードFC

ライター�Pozzo【�任】

BEST PLAYER

 シスコ・ムニョス前政権には見られなか
った新加入選手の躍動に目が離せない。
 ジョシュア・キングの古巣相手への恩返
しハットトリックに始まり、サポーター
に衝撃を与えている。

 まだ、ラニエリ監督も試行錯誤の段階で
あるものの、マンチェスター・ユナイテ
ッド戦では快勝。強豪との連戦でも善戦
するなど、手腕の片鱗を見せている。
　以前のサール頼みの攻撃から、タレン
トと連携をコンビネーションさせた攻撃
に成長していることは間違いない。
　また、ナントから加入した22歳のルー
ザ、昨季からチームに在籍する20歳のジ
ョアンペドロ。若手の活躍にも注目だ。

※新政権発足から間もないため、不確定
要素が多いことから、左の図のフォーメ
ーションには多少の推測が含まれる。

 今夏にパルマ(伊)からのローンで加入し
ている新加入選手の1人だ。

 34歳のスロバキア人MFは、ACミランな
どの名門クラブを始め、チェコやトルコ
でもプレーをした経験を持つ。
 試合では攻守に貢献してチームに安定感
をもたらす。また、熱心なハードワーク
も特徴的だ。

 同じボランチであるシソコとは補完関係
にあり、片方が上がれば、片方が下がる
形をとっている。連携が洗練されれば、
より怖いチームになるか。

順位:17位
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FORMATION

COACH
クラウディオ•ラニエリ

ラニエリ仕込みの攻撃陣

PICK UP!!

  4-4-2の印象が強いラニエリだが、ワトフォードで
はリヴァプール戦の5-4-1をはじめ、4-3-3や4-2-
3-1、4-4-2など様々なシステムにトライした。
 リヴァプールに0-5で敗戦し、3試合後のアーセナル
戦ではかなり守備的なゲームプランを設定。しか
し、結果は1-0で敗北。この試合が早くもラニエリ
政権のターニングポイントと言えるかもしれない。
そこから続いた強豪との連戦で、様子が変わった。
 Big6相手でもゴールを目指す姿勢は忘れない。立派
なビルドアップはできなくても、空中戦では激しく
競り合い、セカンドボールへの出足も早かった。
  マンチェスター・ユナイテッドには4-1快勝。チェ
ルシー戦では1-2で敗れたものの、相手よりも多く
シュートを放ち、長い間1-1で凌ぎを削り合った。
アーセナル戦の支配率39%、枠内シュート1本と比
べれば、大きく勝利に近づいていることがわかる。
 チームの調子が上向きだした矢先、怪我人が大量発
生。一時期は主力の離脱が10人に迫りそうな勢いで
あった。 
　また冬に控えているアフリカネーションズカップ
に伴い、アフリカ人選手を多く擁するワトフォード
は大きな影響を受ける。
　まさに「総力戦」。本当の戦いはここからだ。

ラニエリ戦術と今後の課題

前途多難な最大目標「残留」

 現時点でこのクラブの最大の目標は、"プレミ
アリーグ定着"である。そのためには今季の残
留が必須目標である。
 ウディネーゼ(伊)をセリエAに定着させた
ポッゾ家の経営手腕はワトフォードにも行き
届いている。
 ポッゾ家がワトフォードを買収した2012年
から今に至るまでの進みはクラブ全体の歴史
から見れば、素晴らしいものといえる。FA杯
は決勝進出を果たし、クラブ史上初のメジャ
ータイトル獲得まで、もうあと1歩のところま
で迫った。まだ成し遂げていない"トップリー
グ定着"という最大目標を達成するために、
2度目の挑戦が今、始まった。
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ワトフォードFC

ユライ・クツカ

WATFORD FC 
ワトフォードFC
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BORUSSIA
DORTMUND
ボルシア・ドルトムント

BORUSSIA
DORTMUND
ボルシア・ドルトムント

BEST PLAYER

 今シーズン、マルコ・ローゼが監督に就任し、
スピーディーで激しいサッカーを取り戻したドル
トムント。本来のスピード、インテンシティの高
さを重視するスタイルに、RB系の切り替えの速
いサッカーをプラスし、強度の高さを求めた。
 シーズン序盤、[4-3-1-2]を基本とし、守備時
には[4-3-3]に可変するようなシステムを構築。
コンパクトに、そして縦に速く攻め、守備時には
ハイプレス、ミドルプレスを使い分けた。その結
果、ドルトムントがやりたいサッカーの秘める可
能性の大きさに期待感が膨らんだ。
 しかし、時を経ることに綻びが出た。まず、ハ
イプレスがハマらなっかった時の後ろの手薄さや
対応の遅れによる失点の増加。そして、強度が高
いが故に伴うサイドの選手の消耗。選手の離脱も
相まって3バックでの戦いや、[4-3-3]、[4-2-
3-1]を採用した試合が増えていった。
 [4-3-1-2]を基本とした戦い方の秘める可能性
が大きいが、ターンオーバーするほどの戦力がサ
イドにいな現状もある。相手に合わせて戦い方を
変えていく必要があるのではないだろうか。

 今シーズン、ほぼすべての試合でフル出場しているロ
イスだが、ここまで4G4Aを記録しており、レヴァンド
フスキやハーランド、ミュラーといった選手に比べる
と得点への関与はあまり多くない。
 しかし、特筆すべきは同点時、もしくは1点差で負け
ているシーンでのゴール、アシストが非常に多い点で
ある。割合にするとレヴァンドフスキ(40%)、ハーラ
ンド(53%)、ミュラー(28%)、シック(24%)である中、
ロイスは驚異の75%を記録。ミュラーやシックといっ
た選手はロイスの約2倍得点に関与しているが、上記の
ようなシーンでの得点関与はロイスの方が多い。
 今回は数字に注目したが、怪我人が多く、失点も多か
った前半戦のドルトムントにおいて2位という順位にい
るのはロイスの貢献が大きかっただろう。

マルコ・ロイス

順位:2位

FORMATION

COACH
マルコ・ローゼ

ドルトムントのスタイルに
RBのスパイスを 

PICK UP!!
ドルトムント

��ジャパン ライター�Ｌｅｍ

後半戦のキーマン

どうなる、ポングラチッチ

 夏の移籍市場の閉幕寸前でヴォルフスブルクから
900万ユーロの買取OP付レンタルで加入したクロア
チア人DFは、完全移籍を目指している。
 しかし、現状で買取の可能性は五分か、それ以下。
移籍後の初試合では、対人の強さ、ビルドアップ能力
を見せたが、それ以降は戦術理解度の低さ、質の低い
パス、コントロールミスが目立ち、低調なパフォーマ
ンスを披露。先発した試合は5試合に留まっている。
 移籍当時にあった期待感も何処へやら。目立つのは
保有元への不満と完全移籍をしたいという発言のみ。
現在、ドルトムントのフロントは新たなCBを探して
いるようだが、移籍金の安さや年齢を考えれば買取
の可能性も十分にある。後半戦、出色の出来
をみせ、完全移籍を勝ち取れるか…
はたまた、憎き保有元への帰還を
余儀なくされるのか。

 前半戦は怪我人が続出し、難しい戦いを強いられたドルト
ムントであるが、後半戦は怪我で離脱していた選手が戦線に
次々と復帰してくることが予想される。

 そこで、後半戦のキーマンとしてラファエル・ゲレイロを
挙げたい。序盤は期待通りの活躍を見せ、攻撃を活性化させ
ていたが、前半戦中盤に怪我をしてしまって以降、なかなか
本来のパフォーマンスを見せられていない。離脱期間がハー
ランドと重なったこともあるが、ドルトムントにとって苦し
い時間となっていた。

 今のドルトムントにとって欠かせない存在であるゲレイ
ロ。本来の非常に高いパスセンスや有り余る創造力、卓越し
たボールコントロールを活かして攻撃を組み立て、前への推
進力、攻撃の厚みをもたらすことができるのか。今後に注目
したい。
 本来の彼が戻ってきて、初めてドルトムントの攻撃が完成
され、より強力な破壊力をもったチームとなるため、一刻も
早い復調が待ち望まれる。

B
U

N
D

E
S

L
IG

A
 

�
�
�
�
�
�
�

     (

�
�
� 

� 

部)



BAYER 04
LEVERKUSEN
バイヤー・レヴァークーゼン

BEST PLAYER

 セオアネ体制となった今シーズン採用し
ているのは4-2-3-1の形。EURO2021で
C・ロナウドに1アシスト差で得点王争い
を繰り広げたチェコ代表FWパトリック・
シックを最前線に置き、1列後ろに若き司
令塔のフロリアン・ヴィルツ、左右には
快速WGであるアミン・アドリとムサ・デ
ィアビが陣取る。シックが14得点をマー
ーク、ヴィルツ、ディアビの5得点に加え
アドリも2得点を記録し、前線の4名で26
得点と破壊力抜群のカルテットを形成し
ている。

 前年までの大きな違いはDFのパス本数。
昨季は1試合平均100本程度CBのパスが
記録されていたが今季は70本ほど。昨季
よりシンプルに前線につける形が、15試
合で37得点、1試合平均2.46という破壊
力につながっている。

 昨季、7位と躍進したウニオン・ベルリ
ンで中核を担ったファイターで昨季のデ
ュエル勝利数は300回を超える。パスコー
スの読みも鋭くインターセプト能力も高
い守備の要だ。攻撃に特徴を持つチーム
に欠かせない存在となった。

さらに、今期はEL第5節セルティック戦で
は2ゴールを記録し勝利に貢献するなど
DMFながら攻撃面でも力を発揮。

攻守でレヴァークーゼンをけん引する
27歳の活躍がチームの成績を左右する
ことになるだろう。

ロバート・アンドリッヒ

順位:4位
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セオアネ

得点ランク2位FWを支える
七色の攻撃陣

PICK UP!!
シェフィールド・ユナイテッド

シックが珍しい記録達成！

 第15節のフランクフルト戦でPKを決めて今季14得
点目で得点ランク単独2位に君臨するパトリック・
シック。このPKはシックにとってブンデスリーガで
初めての挑戦だった。見事に成功し、0-2とリード
を広げる貴重な得点を挙げた。

 実はシックはこのPKでブンデスリーガ史上1000人
目のキッカーとなり、メモリアルな人間になった。
また、驚くことにこの挑戦は通算5000例目のPK。
これをしっかりと沈めリーグ通算3742回目の成功、
歴史的な2つの記録に名前を刻むこととなった。

 この試合はアウェーの地で2得点をリードしつつ
も、フランクフルトに5失点を喫しショッキングな
敗戦となったが、シックの２つの奇跡的な記録は
ファンたちの心に刻まれたであろう。
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昨季同様、今期も続出するけが人に泣かされている
レヴァークーゼン。シック、ヴィルツ、ベンダー、
フォス=メンサーなど攻守の要の選手が次々と離脱
した。それでも、控えの選手が力を見せ、15節を
8勝3分4敗で3位と好位置につけることに成功した。
ベンダーとフォス=メンサーも復帰が近づいてお
り、厳しかった台所事情も少しずつ良い方向に向か
っている。

 しかし、年明けにはアフリカネイションズカップに
よりタプソバとコスヌの離脱が決定済み。ヨナタ
ン・ターの相方をだれが務めるのかという問題が発
生する。現在、左SBでの出場が増えているインカピ
エやギリシャ代表のレツォスなどをサイクルするこ
とで切り抜けられるか。

 ヴィルツやターなど主力の選手には移籍のうわさが
絶えず、冬のウインドウでの戦力流出も危惧され
る。ELではベティス戦で退場処分を受けたデミルバ
イが3試合の停止処分で決勝Tの1回戦は出場不可。
なかなか戦力がベストの状態にそろわないが、それ
でも各選手の融合で躍進を期待したい。

選手の離脱が相次いだ前半戦



1.FSV MAINZ 05 
マインツ０５

BEST PLAYER

 絶体絶命の状況から残留を勝ち取った
昨季後半のスヴェンソン体制を継続し、
第15節終了時点で6勝3分6敗の8位。

 ニアカテとジュステの負傷欠場により、
今季この3CBが揃った試合は2試合 (第3
節、第4節)しかない。それでも、第15節
終了時点ではフライブルクの15失点に次
ぐ、16失点(リーグ2位の記録)。
 中盤3枚が広範囲をカバーし、素早い攻
守の切り替えからショートカウンターで
ゴールを狙うのが基本戦術。インサイド
ハーフの走力にも注目してほしい。
 スピードのある2トップは、裏抜けだけ
でなくポストプレイも可能。タメを作る
ことで、エリア内に人数をかけられるよ
うになってきた。
 チーム総得点は21とまずまず。厳しい試
合をモノにするためには、中盤の得点力
向上も必要だ。

 U-21ドイツ代表ではキャプテンも務める
生え抜きFW。リーグ戦では、一昨季は1
ゴール、昨季2ゴールに終わったものの、
今季は第15節終了時点で7ゴール2アシス
ト、DFBポカールでは2試合で3ゴール1ア
シストと大爆発。決定力不足が課題だっ
たが、得点パターンが増加し、自信もつ
いてきた。

 A代表監督ハンジ・フリックも招集候補
に挙げるなど、今季最注目株。

ヨナタン・ブルカルト

順位:9位
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COACH
ボー・スヴェンソン

堅固な中央と快速2トップ

PICK UP!!
マインツ０５

中盤のベストチョイスは？
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 "ジョニ-ジヴォ"とは、ブルカルトの愛称「ジョニ
ー」とオニジヴォを組み合わせた造語。マインツの2
トップは昨季後半からこの組み合わせだったが、
ブルカルトの覚醒を機に、この二人への注目度が急
上昇。DFBポカール2回戦以降、メディアで頻繁にこ
の呼称が使用されるようになった。マテタとクアイ
ソンが抜けたが、彼らの影に隠れがちだったジョニ-
ジヴォの奮闘もあって、今季は、昨季第15節までの
リーグ戦チーム総得点14を上回る、21得点をチーム
全体で記録。
 どちらかがサイドに流れ、もう片方が中央に構える
形でゴールを狙う。今季ここまでのリーグ戦とポカ
ールの結果を合計すると、ブルカルトが10ゴール3
アシスト、オニジヴォが3ゴール7アシスト。両者と
もスコアポイントを二桁に乗せ、チームを牽引して
いる。運ぶドリブル、サイドの仕掛け、守備の貢
献、などゴール以外も絶賛に値する。
 サブにはイングヴァルトセン、シャライ、ネーベル
が控えているが、彼らを脅かすには至っていない。
イングヴァルトセンは左足のコントロールショット
で、シャライは高さで、ネーベルはドリブルとパス
センスで、チームをさらに押し上げてほしい。

止まらない　"ジョニ-ジヴォ"

 昨季後半に引き続き、右からバレイロ、コーア、ボ
エティウスの中盤3枚でスタートしたが、新加入の2
人がバリエーションを豊富にしている。
 第14節ヴォルフスブルク戦では、右からバレイロ、
シュタッハ、ジェソンのトリオで中盤を構成。初め
ての組み合わせとは思えないほど噛み合い、バレイ
ロとジェソンがそれぞれ1アシスト、シュタッハは1
ゴール(ブンデス1部初得点)と数字も残した。
 シュタッハはインサイドハーフでも起用でき、アン
カーのポジションではタウアーの出場時間も増加
中。スヴェンソンは頭を悩ませているだろう。
 トップ下を置くシステムでは、ボエティウス、ジェ
ソン、シュテーガーがトップ下の位置を争うこと
に。昨季はジョーカー的な役割だったシュテーガー
も、ボエティウスの好調とジェソンの加入により、
左インサイドハーフの2番手、トップ下の3番手に
序列が下がった。左足のキックやゴール前の
ポジショニングでアピールを続けたい。



OTHER
LEAGUES



模索する新しい
ビルドアップ

陰りが見える"アトレティコらしさ"

CLUB ATLÉTICO
DE MADRID
アトレティコ・マドリー

BEST PLAYER

 シメオネ・アトレティコの代名詞である4-4-2から
の進化を目指し、昨シーズンから取り組む3CBシス
テム。左CBエルモソを中心とするビルドアップを軸
に、相手を押し込む戦い方で20-21シーズンのラリ
ーガを制した。

 しかし、今季は序盤の失点でゲームプランが崩れた
り、終盤の連続失点で勝ち点を落としたりと、アト
レティコらしくない試合が続く。チャンピオンズリ
ーグでもリバプールはもとよりポルト、ミラン相手
にもペースを握れない試合となり、苦戦と連続とな
った。現行戦術の壁に直面している印象だ。
 非保持では4バックと5バックを使い分けながら、
対戦相手の使いたいエリアを封鎖する。MFが積極的
に飛び出して行き、ビルドアップを阻害する"攻撃的
守備"も健在。
 ドリブル突破で攻撃面の違いを見せるWBカラスコ
が、守備でも可変の起点となる重要な役割を担って
いる。

 バルセロナから3季ぶりに復帰した元エース。ホー
ムスタジアムのワンダ・メトロポリターノへの凱旋
は激しいブーイングと指笛で迎えられた。
 しかし、CLミラン戦ではその後の逆転勝利に繋が
る同点ゴール、さらにCLリバプール戦では一時同点
に追いつく2発と、自らのプレーで徐々にサポータ
ーの信頼を取り戻していく。CLのグループステージ
最終節ポルト戦では値千金の先制ゴールで大逆転で
のグループ突破に大きく貢献した。
 ライン間でボールを引き出すテクニックと前線から
一人で取り切ってしまう守備能力、そして卓越した
シュート技術は、今もアトレティの心の中にいる
アイドルの姿だ。13節バレンシア戦で見せた超絶
ミドルシュートのように、クラブを救う得点をまだ
まだ見たい。

アントワーヌ・グリーズマン

順位:5位
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COACH
ディエゴ・シメオネ

4-4-2からの進化
〜3CBと可変〜

PICK UP!!
アトレティコ・マドリー

 攻撃的なスタイルの構築とトレードオフしたくないのが、チー
ムのアイデンティティである堅固な守備組織だ。
 近年のアトレティコは中盤から主力のトーマスやサウル、最終
ラインからは精神的支柱でもあったゴディンが去った事で、
これまでの"アトレティコらしさ"と別れを告げた部分もある。
 今季は守護神オブラクの"神通力"が通じない試合もあり、13節
バレンシア戦や16節マジョルカ戦と、アトレティコらしくない
終盤の連続失点でクロージングに失敗し、勝ち点を落とした。
 即時奪回なのか撤退守備なのかといった全体の意思疎通を
含め、ビルドアップと同様に最適な守備戦術を見失っている
印象がある。
 それでもコケ、サヴィッチらベテランを中心に、変わらな
い"アトレティコらしさ"も存在している。転換期を迎える
11年目のチョロ・シメオネ体制。困難に立ち向かう
彼らを心から愛し、支えるアトレティの為にも、
更なるバージョンアップを続け、この窮地
から脱する躍進を期待する。

��ジャパン ライター�がーすけ
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 3CBを軸とするが、今シーズンは配球能力に優れる
MFロドリゴ・デ・パウルの加入もあり、最適なビル
ドアップシステムの模索が続く。

 中盤はコケの前にインテリオールを2人配置する形
が中心となるが、グリーズマンやアンヘル・コレ
ア、ジョアン・フェリックス、トマ・ルマルと、ラ
イン間で縦パスを引き出すのが上手いアタッカーを
活かすべく3トップの導入、またはデ・パウルを中盤
中央に配置した2-3-5でのビルドアップなど、多種
多様なアプローチを見せている。

 特徴の異なるアタッカーが多数おり、その日のスタ
メンを最大限に活かす方法を探して
いる形だが、悪く言えば大一番で頼れる"絶対的な必
勝パターン"に辿り着けていないのが現状だ。

 負荷が大きく替えの効かない両WB(トリッピア、カ
ラスコ)と、膝の故障を抱え本調子ではないFWルイ
ス・スアレスへの依存も引き続き高く、戦術的な停
滞感は拭い去れていない。



OLYMPIQUE DE
MARSEILLE
オリンピック・マルセイユ

BEST PLAYER

 夏に異例とも言える若手の大補強をした
マルセイユ。2年目のサンパオリ監督は、
打ち合いのサッカーを志向するかと思わ
れた。しかし、前半戦を振り返ってみれ
ば、4-4-2の可変ブロックの成功と守備陣
4人の獅子奮迅の活躍で、リーグ最小失点
と意外にも安定さを見せている。中でも
ロペス、サリバの活躍には目を見張るも
のがあった。ただ、持ち味であるはずの
攻撃は、個に頼るようなシーンが増えて
きた印象がある。ディエン、パイェの調
子が非常に良いのは良いが、欧州で戦う
ためには改善が必要だろう。
 また、中盤はレベルの高いスタメン争い
が繰り広げられている。中でもこの前半
戦で必要不可欠な存在となったのがロン
ジェだ。ゲームのペースを握り、安定を
もたらす「何でも屋」タイプの中盤だ。
 以前まで無かった、安定感と競争力を手
にした前半戦となった。

 ミリクの怪我などでフォルス9の役割を
担うことも多かった前半戦で、8G7Aを記
録。リーグ最多のチャンス創出数も記録
し、2年ほど失われていた輝きを取り戻し
ている。
 相手が引いた時に点が取れないのがサン
パオリOMの傾向であるが、それを個で打
開してしまう力を持っており、幾度とな
くチームを救った。決めたゴールはどれ
も綺麗でファンタジスタという言葉が似
合う。秋頃に太ってしまって動けなくな
るのが例年だが、今年はその兆候もな
く、絶好調を維持している。ただ、髪型
が変。今年は特に。

ディミトリ・パイェ

順位:3位
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COACH
ホルヘ・サンパオリ 

新生OM、刷新の半年

PICK UP!!
 前半戦、OMでは色々と事件が起きた。
 まず、3節アウェイのニース戦。70分頃にコーナー
を蹴ろうとしたパイェに相手サポーターが水の入っ
たペットボトルを投げつける事件が発生。パイェは
負傷し、試合は延期になった。そして、14節のリヨ
ン戦。こちらは開始早々に、またもコーナーを蹴ろ
うとしたパイェに相手サポーターが水の入ったペッ
トボトルを投げつけ、試合は延期に。ウルトラスの
中で最悪な行為が流行ってしまった。そのため、今
シーズン中はリーグ・アンの試合への観客のペット
ボトル持込みは禁止となった。
 次はOMサポーターによる事件。ナショナルダービ
ー、PSG戦の途中、PSGがカウンターのチャンスで
メッシにボールが渡ったシーンで、サポーター1名が
乱入。プレーが途切れた。カウンターを止めてくれ
たとはいえ(笑)、こちらもよろしくない行動。
 次に、アーセナルで騒がれた問題児、グエンドゥー
ジ。彼のトレーニング中の他人のせいにする態度、
何かあるとすぐに膝をついて天を仰いだりすること
に不満を溜めている選手がいたそう。
（しかしマルセイユ自体ぶっ飛んだクラブである訳
で、こちらは時間が解決してくれることだろう笑)

前半戦のOM事件簿！

オリンピック・マルセイユ

欧州で返り咲くために

今季、ヨーロッパの大会（CL、EL）でフランス勢が
絶好調だ。計6チームが出場し、5チームがグループ
ステージ突破を決めている。そして、敗退した1チー
ム。それがOM。2季連続で欧州の舞台であまりに不
甲斐ない結果を残している。ただ、今季はリーグ戦
では好調で、CL出場権も狙える。
 そこで、後半戦では勝ち星を重ねながら、欧州で戦
う準備をすべきだ。具体的にいえば、戦術の整備、
特に得点パターンの充実だ。現在の得点パターンは
基本的に「ウィングの裏から中」という形だ。逆に
それ以外は少ない。コーナーキックやロングボール
などからの得点を増やしていくべきだ。
 ここでキーマンとなる存在を挙げるなら、
グエンドゥージだ。流れの中でボールを
動かせる彼が、より多くの選択肢を
持てるようになれば、より
厄介な攻撃になるはずだ。
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VALOUR FC 
ヴァラーFC

ライター�チャールズ

BEST PLAYER

 ヴァラーFCは、リーグの中でも守備的な
部類に入るクラブといわれている。現に
開幕節のフォージFC戦では、守備から流
れを手繰り寄せ、その手繰り寄せたチャ
ンスを生かしている。
 また、今年は精鋭ぞろいのスカッドが目
立ったのも特徴である。既存戦力として
は、コンゴ共和国代表として、サラー擁
するエジプトに1点をお見舞いしたアルノ
ール・ブカ＝ムトゥ、ハイチ代表のアン
ドリュー・ジャン＝バティスト、セルビ
アなど欧州での経験も豊富なステファ
ン・カバラらに加え、キューバ代表のベ
テラン、アンディ・バケーロ、アメリカ
の大学スポーツ生まれの新星ウィリア
ム・アキオ、そして一番は元U20セレソ
ンのハファエウ・ガリャウドと、昨年と
は一回りも二回りも違うチームが出来上
がった。
 現有戦力の去就は未知数だが、より強力
なスカッドを楽しみにしたい。

 今年最も輝いたであろうプレーヤーは、
ウィリアム・アキオであろう。今季、米
大学スポーツNCAAテキサス大学のリオ・
グランデ・ヴァケーロスから新加入の、
ケニア生まれカナダ育ちの南スーダン代
表FWだ。
 高い身体能力で相手陣地へチーターのよ
うな速さで攻め入り、シュートを決め
る。その身体能力の高さは、マイケル・
オルンガを彷彿とさせる。
 1年目の今年は、8ゴール3アシストを決
め、ヴァラーの攻撃の目玉の一つとして
も稼働した。来年も契約更新ではあるだ
ろうが、クラブ、代表ともに目が離せな
い選手だ。

ウィリアム・アキオ

順位:5位
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フィリップ・ドス=サントス

PICK UP!!
 破竹の勢いで勝ってきた前半戦。絶対王者と言われてきた
フォージFCを破り、序盤は破竹の勢いで勝ち進んできた。
「プレーオフを1位通過でできるかもしれない」と、期待は
膨らむ。
 しかし、中盤戦からは失速。アンドリュー・ジャン=バティ
ストや、ブレット・リーヴァイスといった、主力級選手が負
傷離脱。なかなか勝てないゲームが続く。1位からずるずる
転落し、プレーオフも危うくなってしまう。
 後半戦は、あまりの勝率の低さから、ロブ・ゲイルからフ
ィリップ・ドス=サントスへ監督交代。しかしそれでも勝て
ず、対戦相手のサポーターから「さようなら、また来
年！！」と、プレーオフに進出できないんだと、暗喩するリ
プライもツイッターで公式アカウントに寄せられた。
 終盤戦、史上初のプレーオフへ望みを繋げるべく、また序
盤戦の破竹も勢いが復活する。プレーオフ進出には全勝しか
ない状態で、勝ち続けるも、最終節で引き分け、終戦。
 史上初のプレーオフへあきらめなかった"勇士"は、アメリ
カンフットボールのカナダ王者を擁するウィニペグの市民に
焼き付いただろう。また、ヴァラーFCの未来のために、今
後ヴァラーFCでプレーするだろう選手に語り継がれるスピ
リットになっただろう。今年の"Valour"(勇者)たちの勇姿
は、クラブの未来を明るいものにしたのは間違いない。

カナディアン・プレミアリーグ決勝
  カナディアン・プレミアリーグ決勝は、オンタリオ
州ハミルトンにある、ティムホートンズフィールド
で、3連覇を狙うフォージFCと初優勝を狙うパシフ
ィックFCにより行われた。
  6分、先に動いたのはパシフィックのマニー・アパ
ルシオ。しかしこれは枠外へ。17分、フォージのオ
マール・ブラウンがミドルシュートを放つも枠外
へ。以降も撃ち合いを演じるも、どれもゴールまで
には至らず0-0のまま折り返す。
 後半、59分にその均衡に終わりが告げられる。パシ
フィックのフリーキック。ジャンニ・ドス=サント
スのクロスにアレッサンドロ・ホジャブルプールが
うまく合わせてゴール。得点はこれ以上動かず、1-
0で、パシフィックFCが初優勝を成し遂げた。
同時に、リーグ創設以降フォージFCが
連覇しており、パシフィックFC
は2代目王者となった。

��ジャパン
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ヴァラーFC

最後まで食らいつけ。ウィニペグの夢を乗せて

カナダの「プレミアリーグ」たれ

画像:@valourootbal lより引用

画像:@valourootbal lより引用

画像:@valourootbal lより引用

画像:@Pacif icfccplより引用

画像:@valourootbal lより引用



BLACKBURN
ROVES
ブラックバーン・ローヴァーズ

BEST PLAYER

 昨季から継続していた4-3-3は得点力こ
そ高かったものの失点が非常に多く、安
定性に欠けていた。今季序盤は4-4-1-
1、4-2-3-1を試すも不発。その後、右SB
のナイアンべの負傷離脱を契機に３バッ
クを導入。最終ラインの3人で守り、左右
のWBが上下動し、攻撃と守備のバランス
をとり、中盤のトラビスが潰し屋として
ボールを刈り取る。2トップにはチリ代表
ストライカー、ブレレトンとブライトン
からローン中のドイツ人ドリブラー、カ
ドラがカウンターを仕掛け、"ランカシャ
ーのシャビ"とファンから称されるゲーム
メイカー、バックリーがスペースに高精
度のスルーパスを送る。

 「守って早く攻める」を徹底し、前線の
快速アタッカーの個の能力を存分に引き
出している。

ブレレトン・ディアス

順位:3位
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トニー・モウブレー

ついに見つけた最適解。
現有戦力を活かす【3-4-1-2】

PICK UP!!

 今季リヴァプールからローン移籍でやってきたレイ
トン・クラークソンはランカシャー州ブラックバー
ンで生まれ育った。実家は、ブラックバーンローヴ
ァーズの練習施設があるブロックホールという地区
にあり、家族揃ってブラックバーンローヴァーズの
ファンらしく、レイトン本人も幼少期はシーズンチ
ケットでEwood Parkに通い、リバプールの下部組織
に入る前はブラックバーンのサッカーアカデミーに
も在籍していたそう。

長い時を経て、クラークソンはトップチームの選手
として、幼少期に夢見たスタジアムに立った。イン
サイドハーフとして出場し、攻守に渡ってエネルギ
ッシュに走り回る姿はまさに"中盤のダイナモ"だ。
特筆すべきはアウトサイドを使ったクロスで、クラ
ークソンの技術力や遊び心を表すプレーだ。

将来を嘱望されるリバプールの若手MFは、昨季同じ
くリバプール所属のハーヴィー・エリオットが覚醒
したこの地で、そして昔から憧れていた地元のクラ
ブでの飛躍を誓う。

ブラックバーンに地元出身者が加入

ブラックバーン　ローヴァーズ

ブライトンからの贈り物
 2部に降格以降、中位が定位置になりつつあるブラ
ックバーンは執筆時点で3位につける大躍進中。この
躍進はブライトンからローン移籍で武者修行にやっ
てきた2人の若手選手の活躍によるものが大きい。
 1人目はレダ・カドラである。ユース年代ではドル
トムントユースで育ち、あのユスファ・ムココとプ
レー。爆発的なスピードで対峙する相手DFを置き去
りにし、ゴールへの意識も高く、相手DFにとって
脅威になっている。
 もう1人はオランダ人CBのジャン・ポール・ファ
ン・ヘッケである。3バックの右ストッパーでポジシ
ョンを掴むと、最終ラインからの最前線へ正確に届
く高精度のロングフィードで魅了。スペースを見つ
ければ最前線までドリブルで持ち上がり、ゴールを
狙う現代的なCBである。
 来季プレミアでプレーする可能性も
あるこの2人の若手を是非
覚えてもらいたい。

��ジャパン ライター:Kafka Diaz
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 昨年、ユース年代から身につけていた
イングランド代表から母親のルーツであ
ったチリ代表に転身。コパアメリカでチ
リ代表デビューを果たし、A・ビダルや
A・サンチェスらスター選手と共闘。ボリ
ビア戦で初ゴールも記録。チリ代表にと
ってなくてはならない選手へと駆け上が
理、チリ国内で放映されているペプシ・
コーラのCMにも抜擢された。

 チリ代表で自信をつけたブレレトン・デ
イアスはリーグ戦でも23試合19Gと大爆
発。今夏のステップアップも噂される。



SHEFFIELD
UNITED
シェフィールド・ユナイテッド

ライター�とて

BEST PLAYER

 11月25日、クラブの発表にサポーターは
愕然とした。尻上がりの監督であったヨ
カノビッチを解任。このタイミングでの
決断には憤怒と悲哀の声が相次いだ。

 後任に選ばれたのはU23で指揮を取って
いたポール・ヘッキンボトム。2部での
指揮経験はあるが、昇格争いを担うには
まだ経験が浅い…そんな彼との2026年ま
での長期契約には懐疑的な視点もある。
 しかし、ヘッキンボトムは若手育成に
定評があり、初陣でもブリュースターが
得点を挙げるなど、その手腕の片鱗が見
えた。
 クリス・ワイルダーの3-5-2を基軸に、
後方からのビルドアップで主導権を握
る"Sheffield United's Way"の再来を予
期する試合運びを披露。首位フラム戦を
含めた3試合は全勝中である。
 新式間には血の入れ替えと実績という難
題が求められるが、その船出は快調だ。

モーガン・ギブス=ホワイト

順位:11位
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ポール・ヘッキンボトム

突然の解任…
新監督の手腕で昇格争いへ

PICK UP!!

 シェフィールド・ユナイテッドのアカデミーは育成
が高く評価されており、近年ではカイル・ウォーカ
ー（マンチェスターC）、ドミニク・キャルバート=
ルウィン（エヴァートン ）、アーロン・ラムズデー
ル（アーセナル ）など、代表クラスの選手を次々に
輩出している。

 現在のユースも、アンダー世代の代表クラスがお
り、中でも、イリマン・エンディアイエ（写真左）
はヨカノビッチ下で主力に定着した逸材の1人。本来
トップ下で生きる選手のため、3-5-2を好む新監督
体制では出場機会の減少が見込まれるものの、その
ポテンシャルは前半戦で実証済み。21歳とクラブの
期待を背負う選手だ。

 その他にもハル・シティの2部昇格に貢献したMFリ
ーガン・スレイターや昨季プレミアリーグで主力と
なったFWダニエル・ジェビソンといった選手も在籍
している。ダイヤの原石が集まる中で、育成に定評
のあるヘッキンボトムがどのように血の入れ替えを
行うのか。ブレーズサポーターの関心は強い。

偉大な先輩の背中を背に…

 スウェーデンの守護神として知名度も高く、
実績も十分なロビン・オルセン(写真左)。ま
さかの2部加入は驚きのニュースだったが、そ
んなビッグネームが現在スタメンの座を失い
つつある。

 守護神の座を奪おうとしているのはウェス・フォデ
リナム(写真右)。フラムユース出身の30歳だ。前所
属はレンジャーズで、昨季フリーで加入している。
 シュートストップの能力はオルセンに軍配は上がり
そうだが、足下の技術にはかなり難がある。フォデ
リナムはパスこそうまくないものの、冷静につなぐ
ことができ、ビルドアップに秀でたCBの技術を活か
すことができるGKだ。セービング能力も及第点以上
で、彼が出場後の5試合中4試合がクリーンシートと
チームに安定感をもたらしている。

��ジャパン

シェフィールド・ユナイテッド

 ウルウズからやってきた超有�株。デビ
ュー戦で得点を�い、すぐにその価�を
��。代えの利かない�在となった。
 個�スキルはこのカテゴリーでは圧�的
で、独⼒で相⼿を�ることもしばしば。
持ち�ぶこともできれば、ラストパスで
貢�することもでき、�のこなし、決�
⼒も抜�という超万�アタッカーだ。

 また、��貢��識も�く、ディフェン
ス時には⾃陣にしっかり�る。⼤⾞輪の
活�を⾒せる彼には���了�の買�に
期待するサポーターも�いはずだ。

オルセンが控えに降格か…
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LUTONTOWN FC
ルートンタウン フットボールクラブ

BEST PLAYER

 開幕戦は3-0と幸先のいいスタートを切ったが、
その後はいつもの"勝ち負けの繰り返し"が続いた。
9月に入り、ATからの劇的同点弾が2試合連続で
続き、チームの雰囲気が良くなったところでの
スワンズ戦では、3-0で1stハーフを折り返した
ものの、逆に3点を返されドロー決着に。

 5-0で快勝したスカイブルーズ（コヴェントリ
ー）戦を皮切りに本格的に3バックを採用して以降
3-5-2、3-4-3、3-4-2-1の3パターンのフォーメ
ーションを使い分けることになる。
 トップスコアラーのイライジャ・アデバーヨだけ
ではなく、ハリー・コーニック、ジョーダン・
クラークといったオフェンシブプレーヤーからの
得点も増え、xGは一時リーグ3位をキープ。プレー
オフ圏内に浮上も、11月に入り連敗を喫し、
現在12位(12/8時点)。
 替えの効かない手薄なディフェンス陣の補強、
レンタルバックなどの人員整理が必須な状況だ。

 ナイジェリアにルーツを持つ23歳のイン
グランド人CF。今年2月に加入後、地位
を固め、今シーズンも現在9ゴールと順調
にゴールを重ねる。
 縦への飛び出しのスピードと、バネのあ
るヘッダーが特徴。前線からのプレスも
厭わず行い、相手のビルドアップを混乱
させる。

 時折、決定機でのミスが見られるが、
今後確実性が加われば、さらにゴールを
量産できるだろう。

イライジャ・アデバーヨ

順位:14位
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ネイサン・ジョーンズ

フィットした3バック、
今後の不安

PICK UP!!

右のジェームズ・ブリーと左のアマリイ・ベルの
ハッターズの両翼に今後も期待したい。

ジェームズ・ブリー
イギリス北部出身の23歳はバーンズリーの下部組織
を経て、アストン・ヴィラと4年契約を結ぶ。その後
2020年にハッターズに移籍した。
12/8現在チームNO.1の出場時間を記録している。
IHと2シャドウとの絡みが巧く、めいっぱいにワイド
を使いながらハーフスペースへと進入する。プレス
バックも厭わずに献身的な動きを見せている。

アマリイ・ベル
バートン生まれのベルはバーミンガムの下部組織出
身でローヴァーズから2021年にハッターズへ移籍。
ナショナルマッチでは、祖父母のルーツでジャマイ
カ代表を選択した。
ストライドの大きなパワフルなドリブルと、半ば強
引な突破が最大の武器。
ボックス近辺でも常にゴールを意識し、今シーズン
もゴールを決めている。

攻守を支える両翼に期待

ルートンタウン 

スタジアム移転が着々と...

ルートンタウンFCは100年以上の歴史を持つホーム
グラウンド、ケニルワースロードから新しいスタジ
アムへの移転に向けて準備を進めている。
今年4月には移転先のパワーコートスタジアム(仮)の
新しいイメージを公開。
近代的なシステムと周辺の都市開発プロジェクトも
併せて2024年を目途に完成予定で、現在の収容人数
10356人(チャンピオンシップ最少収容人数)から
17500人へ、また、クラブがプレミア昇格など成功
を収めた場合は最大23000人まで増設可能としてい
る。
テラスハウスから入場する独特の趣や、トイレ、水
回りの劣悪さなど様々な不便があるとして有名な
「KENNY」もあと2~3年で退役を迎える。

画像:一部Luton Todayより引用

��ジャパン ライター�shirochang
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HULLCITY A.F.C.
ハルシティ　A.F.C.

BEST PLAYER

 ��的な�下�での��を味わった19-20
シーズン、56年ぶりのリーグ優�
（リーグ1）を果たした20-21シーズン、
�てに�いてこのチームは「4-3-3」と
ともにあった。

 しかし、開�から17��を�えてわずか
3�と成�は�るわないまま、�SBの負傷
もあり、渋々フォーメーション�更を�

⾏、SBを配�しない「3-5-2」を採⽤。

 �たにWBを�めるルイス＝ポッターと
ロングマンには��⾯での不�があったも

のの、持ち前の��⼒の�さで�なく乗り

�えて�フォーメーションを�成させた。

 �えだったバクスター、マクラフリンの覚
�で6��3�2�け1敗と�成�を�した

 ハル⽣まれ、ハル�ちの⼩柄なWGは
�らくハルシティアカデミー史上��の
�⼿になる男だ。
 �⾜とテクニックを活かしたサイドから
のカットインでゴールとアシストを��
する。
 ここまで���にフル�場していること
が20歳の若⼿をクラブが�頼している�
だろう。

 ��ではウェストハムやブレントフォー
ドなど、プレミアリーグからの��も�
く��も⽬を離せない�⼿だ。

キーン・ルイス＝ポッター

順位:19位
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負傷者続出による
新フォーメーション"3-5-２"

PICK UP!!

 GKという��なポジションはどのクラブで
も1つしか�きがない。ハル・シティも���
としてイングラムかバクスターのどちらかを

�択しなければいけない状�だ。

 昨シーズンのポジション�いに�利したイン
グラムは開�から16��で�パフォーマンス
を⾒せたものの、チャンピオンシップに��

できなかったチームの��は脆く22失点。
 そんな中、チェルシーからのローンで��し
たバクスターにチャンスが�れると、リーグ

デビューから3����クリーンシートを
��。正���の�をものにした。

 ただ、ナンバー1を⼿にすることができなか
ったイングラムも、カップ戦やバクスターの

アクシデントの�は良いパフォーマンスが期

待できる。優�なGKを2�も�えることは
苦しいチーム状況のハルシティの�るい未来

を�味しているだろう。

クラブを支える2人のGK

ハルシティ　A.F.C.

トルコの実業家がハルシティを再建!?

 2013年にエジプトの��アラーム�に買�された
ハルシティ。

 ��の消�的な��や2014年にクラブ�を
「ハル・タイガース」に�更しようとするなど、

その⾏動はサポーターとの溝を�めることばかり

だった。

 しかし、��として現れたトルコの�業�アジュ
ン・イルジャルが「買�を�了させた」という

ニュースが�び�んできているようだ。

 彼は�まで�に上がってきた��とは�い、買�
�のビジョンが��で期待も�まっている。

 「クラブをトルコ�する」ことは��や歴史を�
えると、�し��な思いではあるが、

クラブの未来が�優先なので、買�に

前向きなサポーターも�いとか。

��ジャパン ライター�Djorkaeff
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K LEAGUE
Kリーグ

ライター�Ryo

BEST PLAYER

 2021/12/7 、 K リ ー グ 1 ア ウ ォ ー ズ に
て、2020-2021シーズンのベストイレブ
ンが発表された。

 2位蔚山現代から最多の4名(チョ・ヒョ
ヌ、ブルタイス、イ・ドンジュン、カザ
イシュヴィリ)が選出された。

 全北現代のホン・ジョンホは年間MVPと
ベストイレブンの個人2冠を達成した。
シーズン序盤は失点が多く、CBの補強の
噂が飛び交うなど評価を落としたもの
の、後半戦からは安定したパフォーマン
スで全北現代の逆転優勝を後方から支え
た。

 また、全北現代の後半戦の巻き返しの原
動力となり、見事全北現代を優勝に貢献
した日本人MF邦本宜裕は、ベストイレブ
ン候補に選ばれたものの、惜しくもベス
トイレブン入りはできなかった。

 2021/12/7に行われたKリーグ1アウォ
ーズで、Kリーグ1クラブの監督12人と各
クラブのキャプテン12人、メディア118
人による投票を行なった。その結果、
全北現代DFホン・ジョンホが年間MVPに
選ばれている。
 ホン・ジョンホは全北現代のキャプテン
としてリーグ戦36試合に出場。全北現代
がリーグ最少失点(37)で5連覇を達成する
のため中心的な役割を果たした。

 KリーグでDFがMVPを受賞するのは1997
年のキム・ジュソン以来、24年ぶりの
快挙だ。

ホン・ジョンホ
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リーグ特集！

Kリーグ1ベストイレブン
邦本は選出ならず…

PICK UP!!
水原を代表するクラブは？

��ジャパン

Kリーグ

 今シーズンのKリーグ1で印象に残った出来事に、
水原FCの躍進が挙げられるだろう。
 水原FCは昨シーズンのKリーグ2を2位で終え、慶南
FCとのプレーオフの末、Kリーグ1に昇格した。
 5年ぶりのKリーグ1への昇格にあたり、水原FCは大
型補強を決行。全北現代からレンタルでフェルトワ
イク、ムリロ、ハン・スンギュを獲得。さらには韓
国A代表のCBパク・ジス、元Kリーグ1得点王ヤン・
ドンヒョンら実力者を多数チームに加えた。
 
シーズンが始まると、全北現代では不発だったフェ
ルトワイクがゴールを量産し、上位に食い込むこと
に成功。ライバルの水原三星には公式戦で4回対戦し
て3勝1分と勝ち越している。レギュラーシーズンを
5位で終えると、スプリットA進出後は全北現代に3-
2で勝利し、リーグ王者に土を付けた。
 結果はクラブ史上最高順位の5位でフィニッシュ。
同じ町のライバル水原三星の1つ上の順位でもある。
 今冬の移籍市場でも水原FCは積極的な動きを見せて
いる。かつて「韓国のメッシ」と呼ばれたイ・スン
ウの獲得を早々発表。現役のフィンランド代表のMF
ウルホ・ニッシラも手中に収めている。ついに水原
の象徴の座を名門水原三星から奪うときが来たの
か。水原FCの来シーズンに目が離せない。

無冠に終わった蔚山現代に
日本人コーチが入閣か

 今シーズン途中まで破竹の勢いで首位を走り、Kリ
ーグ1、FAカップ、ACLの3冠の可能性があった蔚山
現代だが、終盤に調子を落とし、ライバル全北現代
に優勝を明け渡してしまった。
 蔚山現代のホン・ミョンボ監督は、終盤の失速の原
因の一つにコンディショニングの問題を挙げてお
り、ホン・ミョンボ監督は自身のサッカー哲学をよ
く理解し、コンディション管理の分野で秀でたフィ
ジカルコーチを希望した。
 そこで蔚山現代が白羽の矢を立てたのが、かつてホ
ン・ミョンボ監督と苦楽を共にした日本人フィジカ
ルコーチの池田誠剛氏だ。
 池田誠剛氏は2009年、ホン・ミョンボ監督率いる
U-20韓国代表のフィジカルコーチに就任。ソノが
2012年にはロンドン五輪で銅メダルを獲得。
2014年には、日本人で初めて韓国A代表の
フィジカルコーチに就任し、ブラジルW杯
に帯同した。
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KAWASAKI
FRONTALE
川崎フロンターレ

ライターHLA0048〇

BEST PLAYER

 今年の川崎の基本フォーメーションは去年に
続いて4-1-2-3。

 ただし顔ぶれは前半戦と後半戦とで大きく変
わった。前半戦はアンカーがシミッチ、
インサイドハーフに田中碧、左ウイングに三
�薫、左サイドバックに旗手怜央が基本形。 

 しかし、後半戦は、田中と三�の海外移籍と
登里享平の負傷からの復帰、�田健人の台頭
に伴い、左図のようなフォーメーションに落
ち着いた。特に後半戦の�田、旗手、脇坂泰
斗の連携は出色で、追いすがるFマリノスを
突き放す大きな力となった。

 なお、試合展開によって、インサイドハーフ
の1人がポジションを下げて4-2-3-1や4-4-
2になることもあった。また、アウェイ鳥栖
戦では3バックへの変化も見せた。対シーズ
ンは引き続き4-1-2-3で臨むのか、あるいは
新たな形にトライするのか、注目したい。

 1年を通しての働きでいうと、レアンド
ロ・ダミアン、山根視来、チョン・ソン
リョンが候補に挙げられる。ダミアンは
MVPを獲得したこともあり、ここでは、
チョン・ソンリョンを推したい。

 ビルドアップに積極的に加わるとまでは
行かないが、課題だった足技も大きく進
歩した。シュートストップはもともと優
れていたが、さらにすごみを増してお
り、彼のスーパーセーブがなければ落と
していた試合が少なくとも３試合は
ある。間違いなく独走優勝の立役者だ。

チョン・ソンリョン

順位:1位

FORMATION

COACH
鬼木 達

熟成が進んだ4-1-2-3

PICK UP!!
 今年の川崎はJリーグ連覇こそ成し遂げたが、カッ
プ戦については、ACL、ルヴァンカップ、天皇杯の
3つをすべて落とす結果となった。このうちACLと
天皇杯は試合は引き分けでPK戦による敗退、ルヴァ
ンカップは試合は引き分けもアウェイゴールの差で
の敗退と、いずれも試合には敗れなかったものの、
トーナメントでは敗退するという結果だった。
 
 負傷者が続出したタイミングで行われたACLを別に
すれば、ルヴァンカップも天皇杯も、リードを奪っ
て優位に立っていた。しかし、相手がセンターバッ
クも上げてパワープレイを仕掛けてきた状況で、最
後の数分を守り切れず、敗退を喫している。
 
パワープレイは限定された状況では効果がある。特
に劣勢に立たされたトーナメント戦での終盤、もは
や失うものがないときに仕掛けるパワープレイの迫
力は別格と言える。
 
「３点」取ってパワープレイを戦略的に無力化する
ことができなかったときにどう備えるか。守り切れ
る粘り強さとカウンターの刃の両方を磨くこと。そ
れがカップ戦の課題として残された。

連覇の中の課題：カップ戦

３連覇は成るか

　2021シーズンの川崎は、38試合で勝ち点92、
得失点差+53、得点81。得点こそFマリノスに1点
及ばなかったが、勝ち点で13、6点差を付けての
独走優勝だった。ただし、去年は34試合で勝ち点
83、得失点差+57、得点88。三�薫が抜けたことも
あり、得点力の低下は否めない。
 連覇は攻撃陣の勝負どころでの得点と、割り切って
守るときの守備陣の奮闘で辛うじて後半の接戦を拾
い続けた結果である。率直に言って、現状のチーム
力の延長では3連覇は難しいと思われる。

 三�のような「圧倒的な個」を再び手にするのは難
しいだろうが、思い切った補強は不可欠だろう。さ
らに小塚和季、宮城天などの既存戦力の大幅な成
長、あるいは新たなフォーメーションの導入を含む
戦術的な進化が求められる。

��ジャパン
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YOKOHAMA
F・MARINOS
横浜F・マリノス

ライター:たいまり

BEST PLAYER

 ポステコグルー監督（現セルティック
FC）が新たな挑戦として導入した3バッ
クで始まった今季。だが、開幕戦の川崎
に崩されると、次節から慣れ親しんだ4バ
ックに回帰した。以降はポジショニング
が改善され、安定して勝ち点を積み重ね
ることに成功。特にオナイウ阿道（現ト
ゥールーズFC）と前田大然が得点を量産
した。

 そして、チームは激動の夏へ。ポステコ
グルー監督の退任に始まり、オナイウ阿
道の海外移籍アカデミーダイレクターの
松永英機氏が暫定監督として4連勝…マス
カット監督の就任。その中でも負けなし
の状態が続き、追撃態勢に。一時は川崎
との勝ち点差が1まで迫ったが、上位に
位置していた鹿島と名古屋に敗戦。その
隙に川崎に勝点を離されてしまい、頂点
には届かなかった。

 第3節の福岡戦で今季初スタメンを
飾 り 、 こ の 試 合 で は ゴ ー ル も ゲ ッ
ト。これを機に、コンスタントに出
場していきマリノスを支えていくこ
とになる。
 守備は対峙した選手に負けず、攻撃
では果敢な動き出しで攻守において
活躍。また、スピードもスタミナも
兼ね備えているという、新時代のDF
だ。
今季は4ゴール4アシストと結果もつ
いて、Jリーグの優秀選手に輝いた。
来季もこの男から目が離せない。

小池 龍太

順位:2位

FORMATION

COACH
ケヴィン・マスカット

届かなかった頂点

PICK UP!!

 来季は2年ぶりとなるACLへ挑戦する。戦っていく
上での課題は、誰が出ても同じようなサッカーがで
きるかどうかではないかと筆者は考える。

 マスカット監督が就任してからはスターティングメ
ンバーが毎試合変わっており、連携面で難しさがあ
った。これに加えて来季は今年以上の過密日程が予
想され、けが人が相次ぐかもしれない。そういった
事態においても、チームが1つになって目の前の試合
を戦えることができるかが課題となるだろう。

 また、チームとしての上積みも大事になってくる。
リーグの終盤戦にかけて先制点を献上される試合が
増えていき、逆転できない試合が続いた。ゴール前
を固める戦い方を敷いてくる相手が多くなり、苦戦
する場面が多くなった。この壁を超えることができ
れば王者の道がみえるだろう。

 ケヴィン・マスカット監督とともに目指すは日本、
そして、アジアの頂点だ。

日本、そしてアジアの頂点へ

渡辺皓太と角田涼太朗

 来季を戦っていく上で、筆者はこの2選手を注目し
ていきたい。渡辺は今季、先発した試合が9と満足の
いく1年を過ごすことができなかった。夏には鳥栖か
らオファーが届いたが「マリノスでやりたい」とい
う思いで残留。ファン感謝祭を返上してエリートリ
ーグに出場している。うまくなるために、マリノス
のサッカーを体現するために努力を続けた。
 その甲斐もあってか、第37節の神戸戦に先発する
と、攻守ともに素早い動きでチームに貢献。来季の
中心は彼になると期待し、見ていたい。
 もう1人の角田は、希少な左利きのDFとして大いに
期待だ。世代別代表の経験があり、特に足下の技術
がある。最後方から組み立てる攻撃の起点として要
注目だ。第35節のFC東京戦ではCBとして途中出
場。突破が武器のアダイウトンを抑えるなど、ポテ
ンシャルを見せつけた。あとは、試合を積み、Jの
ピッチになれるだけだろう。
 来季は、若きこの2人に注目していただきたい。

��ジャパン
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VISSEL KOBE
ヴィッセル神戸

ライター��⾒⼤�

BEST PLAYER

 今季は終盤に4-4-2の中盤ダイヤモンド
型を採用し、スタンスが確立。夏に15
得点を挙げていたエース古橋享梧がセル
ティックへ移籍するまでは、4-2-3-1
なども併用していたが、来期以降はこの
陣形がベースとなりそうだ。

 前線には大迫勇也、武藤嘉紀の日本代表
コンビ、その後ろにアンドレス・イニエ
スタが構える。攻撃は左SBの初瀬亮が
高い位置を取り、左サイドから作り上げ
る印象が強い。実際、今季のスタッツを
見ると、左サイドからの攻撃率が非常に
高かった。
 また、今季は守備の再構築のために昨季
よりシュート数やチャンス構築数スタッ
ツは減少。それでも。個のクオリティも
あり、シュート成功率は40％近くで推移
し、リーグトップを記録した。22年はさ
らなるブラッシュアップが期待される。

 夏の移籍期間に加入したFWはフィ
ジカルの強さを武器に5得点7アシス
トを記録。後半戦の神戸のエースと
いっても過言ではない出来だった。

 守備面も献身的で、大迫やボージャ
ン・クルキッチなどとの連携も日に
日に増している。2022年最初の代表
戦のメンバーに選ばれ、サムライブ
ルーへの復帰も果たした。

 来季はさらなる得点量産でチームを
高みに導いてほしい。

武藤 嘉紀

順位:3位

FORMATION

COACH
三浦淳宏

世界的MFを中心とした
ダイヤモンド型

PICK UP!!
 2020年の終盤から指揮を執る三浦監督が取
り組んだのは守備組織の改善。今季はそれが
功を奏し、失点数が大幅に激減した。これは
間違いなく今季の躍進の要因である。ただ、
神戸が数年前から目指すポジショナルプレー
をもととした攻撃的サッカーという面からは
少しギャップを感じる場面もあった。

 実際に今季、攻撃回数やチャンス構築回数の
スタッツは昨季より減少。シュート決定率は
リーグトップだったこともあり得点数こそ
リーグでも上位の成績を収めているが、来季
はさらに攻撃面での戦術の落とし込みが期待
される。

 それでも、ゴール期待値は1.3を超えてお
り、攻撃力がさらに爆発する下地は十分に用
意されている。シュート数や多くのチャンス
を作り上げることができれば守備面の改善は
進んでいるだけにタイトル獲得への道は切り
開けるだろう。

目指した理想とのギャップ

フェルマーレン退団...
補強のうわさ

 13日、ヴィッセル神戸はDFトーマス・フェルマー
レンの退団を発表した。現役のベルギー代表で、日
本、そしてクラブへの愛を語ってはいたが、昨今の
情勢やW杯イヤーであることを考えると、欧州復帰
は仕方がないことだといえる。神戸のCB陣を率いた
ナイスガイには今季ブレイクしたDF菊池流帆が熱い
思いをSNSで発信しており、神戸のCB陣の奮起が期
待される。

 フェルマーレン退団でCBと外国人が1名減ることも
あり、GKのブローダーセンと浦和を退団したDF槙野
智章の獲得が有力視されている。両者ともに足下に
特徴があるタイプではないが、来季の過密日程を考
えると心強い戦力になるだろう。
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FC TOKYO 
FC東京

BEST PLAYER

 昨シーズンをルヴァンカップ優勝という
形で締めくくり、いい形で迎えた今シー
ズン。期待とは裏腹にいつも通りの中位
を固めるシーズンとなってしまった。

 大きな原因の１つがサイドバックに続出
した怪我人だろう。右では帆高、拓海の
中村コンビに岡崎、さらには途中加入の
鈴木までも負傷離脱。左利きの小川や
WGの内田などがやらざるを得なくな
り、レギュラーが存在せずチーム作りが
うまくいかなくなってしまった。

 ルヴァンカップは決勝まであと一歩のと
ころまで行ったが、最後は長谷川監督を
途中解任することになった。うまくいか
なかったシーズンの一方で、右に回った
小川の穴埋めで起用されたバーグンナガ
ンデの飛躍や青木のフィットがハマった
ことなど収穫もあり、来シーズン以降に
期待したい。

 今や東京の特徴となった中盤の強度と
ボール奪取力、ボール回収後のスピード
を支えたのが安部だった。得点やアシス
トなど目立つシーンは少ないが、最後ま
で走り続ける運動量と、ボール奪取力は
リーグでも有数の力を持っているだろ
う。来季以降、アルベル新監督のサッカ
ーにどう適応していくかにも注目だ。

 常に前線で体を張り続けたディエゴや
サイドの突破力で相手の脅威となったア
ダイウトン、常に安定していた小川など
も優れたパフォーマンスを見せたが、攻
守両面での貢献度と出場時間を評価し、
今回は彼を選出した。

安部 柊斗

順位:9位

FORMATION

COACH
��川��→�下申⼀（��）

怪我人に苦しんだシーズン

PICK UP!!

 「法政のメッシ」と呼ばれ、大学選抜に選ばれるほどの活
躍をして東京での活躍が期待された紺野。しかし、出場時間
は短く、インパクトを残せないまま前十字靭帯損傷という大
怪我を負ってしまった。そんな紺野がサポーターの心を掴ん
だのが37節広島戦、ゲームは今シーズン何度も見た、マン
ツーマンの穴をつかれたコーナーからの失点という最悪の立
ち上がりだった。
 しかし、58分に前線からのプレスで得たスローインからの
流れでアダイウトンのヘッドで同点に追い付くと、71分に
そのアダイウトンとの交代で紺野が投入された。
 すると、86分にエリア前でボールを引き取ってそのまま左
足一閃、ゴール左上に突き刺した。
 ずっと練習してきたという形で待望のJ1初ゴールを挙げ
た。この決勝点には東京サポーターも大盛り上がりで「こん
ちゃん」は一気にファンの人気を勝ち取った。
 来季以降は新監督の下で最も得意とする右WGでのポジショ
ン争いとなる。今季のレギュラーである東は運動量で守備の
穴埋めはできるが、攻撃のインパクトがない。パワーとスピ
ードが持ち味の田川も決定力不足で、絶対的存在はいない。
広島戦で見せたゴールがまぐれでないならば、紺野がレギュ
ラーを勝ち取り、ゆくゆくは10番を背負い名実ともに
"TOKYOのメッシ"となる日もそう遠くないかもしれない。

飛躍なるか
"TOKYOのメッシ"

FC東京

再建を託されたアルベル監督
 怪我人の影響もあったとはいえ、堅守速攻スタイルのサッカ
ーに限界が見え始めていた今シーズン。先制される試合も多
く、前線の破壊力でひっくり返す試合もあったが、結果的に
リーグ5位となる49得点を取りながら、リーグ14位の53失点
を喫し9位フィニッシュとなった。
 チームの立て直しを任されたのはアルベル・プッチ・オルト
ネダ氏、バルセロナでスカウトやアカデミースタッフを務め
たり、CFG傘下のNew York City FCでコーチをするなどパス
サッカーの理解度は日本でも有数だろう。昨シーズンまで監
督を務めた新潟では終盤の失速はあったものの7得点の試合を
するなど得点力のあるチームを作っている。
 就任時のコメントでもボールを愛するサッカーをすると明言
しているが、カウンターサッカーに合わせて作られたチーム
のため、結果がついてくるのに時間はかかるだろう。
しかし、リーグ制覇のためには得点力のアップは
不可欠であり、監督の手腕に期待したい。

��ジャパン ライター�わたあめ
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CONSADOLE 
SAPPORO
コンサドーレ札幌

BEST PLAYER

 コンサドーレは今季も3-4-2-1のシ
ステムで戦っている。7月にはチーム
のエースストライカーであったアン
デルソン・ロペスが中国に移籍し、
その後は得点力が大きな課題となっ
てしまった。

 福森や、金子がチャンスシーンを演
出し、J1でのチャンス構築率（シュ
ート数÷攻撃回数）が2位という成績
だったが、最後の所で決め切れず。

 スタッツでは勝っているのに、終わ
ってみれば試合には負けていること
がシーズン中に何度も起きた。
 来季にはミランや小柏を中心に決定
力を上げ、上位に�いこんでいくク
ラブに成長をして欲しい。

 ルーキーイヤーとなった小柏は今季34試
合7ゴール4アシストという結果を残し
た。小柏の武器は裏への抜け出しで、
トップスピードに到達するのも早い。

 シャドーの位置で出場するときには1ト
ップの選手を追い越し、何度もチャンス
を演出した。今季のコンサドーレで最も
成長した選手の一人と言える。

 Jリーグで結果を出し続けた結果、1月に
行われる日本代表のウズベキスタン戦に
招集された。来季は決定力に磨きをか
け、コンサドーレを上位に導く選手にな
って欲しい。

小柏 剛

順位:10位

FORMATION

COACH
ミハイロ・ペトロヴィッチ

ロペスの"穴"を埋めるには…

PICK UP!!
 2020年からコンサドーレに加入した田中、高嶺、
金子は今季のコンサドーレの中心となっていた。

 金子はキャリアハイの7得点、全試合出場を達成し
た。特に話題となっているのは、ドリブル成功率が
Jリーグトップという点だ。1試合平均クロス数も
4.3という数字で、リーグ4位の結果を残している。
斜め45度からの左足シュートは「金子ゾーン」と
サポーターからは親しみを込めて呼ばれている。今
後、代表のアタッカーに呼ばれるのが楽しみだ
。
 高嶺は宮澤や福森が怪我で戦列を離れている時に代
役を任されていたが、今季はボランチとしてもレギ
ュラーを勝ち取った。シーズン中にはプロ初ゴール
となるミドルシュートも決めている。
 田中はチームの中で1番の出場時間を記録し、チー
ムに安定感をもたらし縦パスでチームの攻撃を支え
た。機を見たオーバーラップで、DFながら得点に
絡む機会も多くあった。

 大学日本代表としてユニバーシアードでも大活躍を
収めたこの3人は、今後日本サッカーを支える選手に
なっていくだろう。

"2020年組"、大卒3人の成長

コンサドーレ札幌

ジェイの後継者

 今季の夏にコンサドーレに加入したスロベニア出身
のミラン・トゥチッチは加入からしばらくは途中出
場。なかなか思うような結果を出すことが出来なか
ったが、第37節柏レイソル戦にて、ついに2ゴール
の大活躍。その試合で日本を去ることが決まってい
たジェイを安心させた。
 続く最終節の横浜FC戦でも先発出場。負傷交代とな
ってしまったが、ピッチでは何度も攻撃を牽引して
いた。高身長を活かしたポストプレー、スプリント
でスペースを作るなど、ミシャサッカーに順応して
きた様子もうかがえる。監督とは通訳を介さず喋る
ことが出来るので、ほかの選手と比べ、かなり順応
が早かった。来季も残留が濃厚なミランが、コンサ
ドーレの課題である決定力を底上げすることをサポ
ーターは願っている。武器である高さと左足を
存分に生かしてほしい。

��ジャパン ライター�ししゃも
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 2年連続で監督を引継ぎ、見事に残留を達成した平
岡監督。開幕から指揮を執る来季が注目される。
 残留争いという難しい状況で、平岡監督は選手たち
にもう一度息を吹き込み、より明確な役割を与え、
守備を軸にした試合を展開。
 プレスに出る、出ないというシンプルな判断をベー
スに、奪った後は縦方向にボールを運び、攻撃をや
り切ることで推進力を加え、勝点を積み上げた。

 一方で、質の高い相手に対峙した際には、プレスの
脇を突かれたり、ボールを保持出来ず、守備の時間
が長くなったりしたことも事実。上位進出には戦術
的な幅が求められる。

 平岡監督は、契約延長時のコメントで「ゲームモデ
ルの確立」、「攻守にわたりアグレッシブかつ大局
観を持ったサッカーの体現」を掲げた。
 エスパルスがどのようなサッカーを志向するのか、
大熊GMを中心に改めて内部で議論が交わされたもの
だろう。それを骨格として、「アグレッシブ」とい
うフィジカル、情熱の要素と、「大局観を持つ」と
いう戦術、国内外のサッカーの潮流、相手を見て戦
うといった知的要素の両面を備えたサッカーを目指
していくことが期待される。

SHIMIZU
S-PULSE
清水エスパルス

BEST PLAYER
 新加入ながらキャプテンを努め、チーム
で唯一の先発フル出場を達成。再建を託
されたチームの守備を最後方から支え
た。権田のセーブで拾った勝ち点も少な
くない。

 また、再構築を掲げるチームの目標を自
分事として捉え、変革にも取り組んだ。
技術はあるが、大人しく真面目と言われ
ることの多いエスパルスに高みを目指す
意識を植えるため、種を蒔いている。

 権田のやり方が全てではないだろうが、
彼に呼応する選手が増えれば、チーム全
体の意識が底上げされていくだろう。

権田 修一

順位:14位

FORMATION

COACH
ミゲル アンヘル ロティーナ  / 平岡 宏章

再起をかけた旅は道半ば

PICK UP!!
バトンを引き継いだ平岡監督

清水エスパルス

エスパルスのアップデートへ

 エスパルスをもう一度強いチームに。この目標を現
実のものにするには、クラブ全体での取り組みが求
められる。

 怪我に泣いた選手や、武者修行で逞しくなったレン
タル組の復帰し、新加入選手がチームに融合すれ
ば、下位を脱却する戦力は揃っているだろう。

 将来を担う下部組織も、トップ・下部組織のサッカ
ーに一本の軸を通すための育成方針を掲げた。
 トップチームが、エスパルスのゲームモデル確立
し、下部組織がそれに呼応し、トップチームを押し
上げる存在になれば、強いエスパルスへと着々と近
づくはずだ。
 来季はクラブ創設30周年という節目の年である。
清水エスパルスのアップデートを楽しみ
にしたい。

��ジャパン ライター�ぐらんえきーぽ
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 "壁を突き破る"を掲げた今季、チー
ムは監督にロティーナを招�し、大
型補強を敢行した。
 失点を減らすことを重視し、攻守で
試合をコントロールすることを目標
に取り組み、開幕戦の快勝にサポー
ターの期待は大いに高まった。
 しかし、チーム作りは簡単にはいか
ず。ゾーンディフェンスと、良い位
置取りを前提とした攻撃を構築する
も、序盤から止まらない怪我人に、
戦術の浸透が阻まれた。
 中断期間にも補強を行い、攻撃面で
の修正を加え、状況打破を図るも、
結果には結びつかず。残留争いに巻
き込まれてしまった。
 再び途中就任となった平岡監督のも
と、残留を果たしたチームの再起を
かけた旅は続く。
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AZUL CLARO
NUMAZU
アスルクラロ沼津

ライター�i.fumiya

BEST PLAYER

 今シーズンも昨シーズンと同じく、ボー
ルを保持し、ゲームを支配し勝利を目指
すスタイルに変わりはなかった。
 だが、理想と現実の狭間で苦しんだのも
事実。順位はJリーグ参入以来、最低順位
の14位にとどまってしまった。
 また、この結果には怪我による選手の離
脱の影響も大きかっただろう。中盤でゲ
ームメイクを担う徳永選手、エーススト
ライカーである渡�りょう選手などの、
主力選手がシーズン半ばで離脱。さら
に、本来サイドバックの濱選手がシーズ
ン終盤ではボランチとして出場しなけれ
ばならないなど、とても苦しい戦いを強
いられた。
 そんな逆境の中、ベテランの染矢選手、
キャプテンの菅井選手を中心とし最後ま
で戦い切った沼津の戦士とサポーター。
チームのスローガンである「共超」にふ
さわしい、素晴らしい戦いであった。

 センターバックとしての守備面はもちろ
ん、ビルドアップの際には相手の急所を
刺すパスを送るなど、攻守どちらににお
いて沼津に欠かせない選手の1人。

 今シーズンはすべての試合にフル出場し
たにもかかわらず、ノーカードでシーズ
ンを終えるなど、クリーンな守備も魅力
的だ。

 なお、11月1日のFC岐阜戦にて、J通算
100試合出場を果たした。

藤嵜 智貴

順位:14位

FORMATION

COACH
今井 雅隆

怪我に悩まされた今シーズン

PICK UP!!

 12月4日、クラブの公式Twitterにて、副キャプテ
ンを務める後藤虹介選手の退団が発表された。

 後藤選手は守備面、精神面共にチームを支えるDF。
地元である静岡県出身の選手であり、サポーターか
らの信頼も厚かった。それだけに、この発表は多く
のサポーターに衝撃を与えた。

 また、同じくDFの徳武選手の退団も発表されてお
り、来シーズンのディフェンスラインを危惧する声
もあがっている。
 
 昨シーズンには沼津をJFL時代から支えてきた尾崎
選手、ベテランとして常に若手選手の模範となって
いたゴンさんこと中山選手が退団し、今季も功労者
が退団。
 
 変革期の真っただ中の沼津だが、チームの血を入れ
替えるのはサッカークラブとして必須の行為。そん
な中、クラブとしての軸を見失わず、進むべき方向
に進んでいけるのか。今後も沼津の動向を追ってい
きたい。

副主将、後藤虹介退団
クラブの行く末は…？

J3ライセンスはく奪！？
スタジアムの照明問題

 沼津には、Jリーグチームとして避けては通れない
大きな問題がある。スタジアムの照明問題だ。
 ホームスタジアムである愛鷹広域公園多目的競技場
の照明は、Jリーグスタジアム基準を満たせていな
い。そのため、このままでは2023年シーズンにはJ3
ライセンスはく奪の可能性がある。

 クラブはクラウドファンディングなどで照明改修の
ための資金調達を進めているが、先が見えないのが
現状だ。
 
静岡県東部唯一のJリーグクラブである、アスルクラ
ロ沼津。正直、状況はものすごく厳しい。だが、
これは静岡県東部が一丸となるきっかけともいえ
る。我々は愛する地域、クラブ、ホーム
スタジアムを守るため、過酷な現実と
戦う。

��ジャパン
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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！

応募はこちら!!

クラブ記者募集!

[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

@kerikyu-japan
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