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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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20-21シーズンはジェズスやアグエロ

の怪我により、得点⼒不⾜が浮き彫り

となった。その中で活躍したのがMF

ギュンドアンだ。28試合13得点という

⾃⾝初となる2桁得点を成し遂げた。

彼は元々得点を量産するような選⼿で

はなく、ここまで得点を記録できた

のはシティならではの戦術が1番の

要因だろう。サイドバックの選⼿は

上下に動き、クロスを供給するのが

⼀般的なものの、シティはカンセロや

ジンチェンコなどが攻撃するときには

中央に⼊っていく戦術を採⽤している

のは⼤きな特徴だ。

20-21シーズンの��主、ギュンドアン

2021/7/30 マンチェスター・シティ� ��ジャパン

彼はドルトムントでも活躍していて、⾹川真司選⼿

と仲が良いことが知られている。インタビューでは

今でも⽉に⼀回連絡を取っていてドイツにいたとき

はよく遊んでいたと語っている。また、⼈柄も良い

ことで知られており、CLのボーナスを全額寄付した

ことや、新型コロナウイルスの影響で売り上げが苦

しいマンチェスターの飲⾷店のためにオークション

を⾏ったこともある。⾃⾝のインスタグラムでは

アイスクリームが好きなことを公⾔しており、

コロナ過の中で「⽢いものを⾷べすぎた」という

発⾔も。どうやら、⽢党のようだ。

「カンセロ・ロール」や

「偽SB」と表現されるもの

である。そのスタイルが

ギュンドアンにフィット

し、前線でプレイする時間

が増えた結果だろう。

21-22シーズンは前線で

新たな選⼿を獲得する可能

性が⾼く、ギュンドアンは

彼の持ち味であるチャンス

メイク中⼼の役割に戻るで

あろう。だが、昨季⾒せて

くれた攻撃参加、そして

選⼿を最⼤限に活かす

ペップの戦術にも来シーズ

ンは期待したい。

クラブ得点王

ギュンドアンのプライべートなど

ライター�ししゃも



 チェルシーは夏の移籍期間中にストライカーの補強を企てている。トゥヘル

体制としてCL優勝を果たしたものの、有り余るチャンスを決めきれないことが

⼤きな課題に。来季のCL出場圏内の4位にランクインするも、最後までレスター

とデッドヒートを繰り広げ、ギリギリ勝ち取った状態だ。

��そんなチェルシーが狙うストライカーはドルトムントのハーランドを筆頭に

ケインやルカクと実⼒者揃い。どの選⼿も味⽅との連携にも秀でており、その上

で決定⼒も持ち合わせている。今のチェルシーにフィットしやすい選⼿達だ。

� しかし、サポーターとして私が1番期待しているストライカーは上記の3⼈で

はない。そのストライカーとは、もちろんティモ・ヴェルナーだ。ヴェルナーは

昨シーズン、決定機をものに出来ず「最悪のシーズン」�という声も上がった。

しかし、彼のスピードや抜け出しはプレミアリーグで⼗分に通⽤していた。決定

機も決めれなかっただけで、チャンスも⼗分に作り出せている。

��ビッグネームの補強はファンにとって⼼が踊ることに間違いはない。しかし、

既存の選⼿を期待する気持ちも持ち合わせてシーズン開幕を待つことにしよう。�

チェルシーのストライカーはだれに・・・ 

2021/7/30 チェルシー� ��ジャパン

・�再起を誓う期待の星

ルベン・ロフタス=チーク

�サッリに⾒出されたチェルシーの若きテクニシャ

ン。191cmと⻑⾝ながら細かいボールタッチやボー

ルを動かしながらボックスに⾶び出すことを得意と

する攻撃的MF。サッリボールを理解したサッカーIQ

も持ち合わせている。

��今シーズン、チームの構想に⼊れるとするなら、

シャドーでの起⽤が最も適切と思われる。

本当に期待したい選⼿はもちろんあの選⼿だが、、、

今週の注⽬選⼿！

ライター�ゲン



7⽉22⽇にアーセナルはスミス=ロウとの2026年までの契約延⻑と20/21

シーズンから背番号10を背負うことを決定しました。アカデミー出⾝と

してはジャック・ウィルシャー以来の10番ということになります。

ちなみに、7⽉22⽇は15年前の2006年にエミレーツ・スタジアムの

こけら落としとして⾏われたアーセナル対アヤックスの

デニス・ベルカンプの引退試合が⾏われた⽇でもあります。

かつてこの偉⼤な10番がピッチを去った⽇に今度は⽣え抜きの選⼿が

10番を背負い、これから偉⼤な選⼿になる⾨出の⽇となりました。

スミスロウは「私の夢は、アーセナルでレジェンドになることです。す

べてがうまくいけば、ワンクラブマンとして引退することも出来ると思

う」とコメントを残しています。

更なるスミスロウの躍動から⽬が離せません！

未来へ向けて�界良��

2021/7/30 アーセナル� ��ジャパン

・挨拶代わりの右⾜⼀閃

今夏新加⼊のヌーノ・タヴァレスがレンジャーズ戦

に左SBとして先発出場。先制を許した後の22分に

相⼿DFからボールを奪取してエリア内に侵⼊し、

利き⾜では無い右⾜で⾒事なゴールを決めました。

この後、1点ずつ決め、2対2のドロー決着でした。

・フロリダカップ参加は⾒送り

クラブ所属選⼿ら数名にコロナ陽性反応が

出たため、フロリダカップ参加⾒送りと

⽶国でのトレーニング中⽌が

7⽉21⽇にアーセナル公式から発表がありました。

エミール・スミス=ロウと契約延⻑

プレシーズンマッチニュース

ライター�Coffee�



■加⼊決定

 -ヨシュコ・グヴァルディオル(ディナモ・ザグレブ)

 -モハメド・シマカン(RCストラスブール)

 -ブライアン・ブロビー(アヤックス)

 -アンドレ・シウヴァ(アイントラハト・フランクフルト)

■退団の噂

 -マルツェル・ハルステンベルク

 →ドルトムント？

 -マルセル・ザビッツァー

 →ミラン？ローマ？ドルトムント？トッテナム？

・ジャスティン・クライファート

 →OGCニース？

■マーシュ政権始動！

来季からのライプツィヒの指揮

を執ることになったマーシュ。

ザルツブルクでは輝かしい活躍

で、チームをリーグ8連覇、

またカップ戦も優勝に導いた。

実績⼗分のマーシュが、ライプ

ツィヒを悲願の初タイトル獲得

に導くのかに期待がかかる。

■オルモとヘンリヒスが

      東京五輪で来⽇！

スペイン代表でEUROにも出場

したダニ・オルモ、そして

ドイツ代表のベンジャミン・

ヘンリヒスの2⼈が東京五輪で

来⽇することが決まった。

東京五輪での⼆⼈の活躍に

期待がかかるところだ。

スペイン代表の初戦は7/22

（⽊）16:30から、

ドイツ代表の初戦は同⽇17:30

からとのことだ。

21/22シーズンに向けて

2021/7/30 ライプツィヒ� ��ジャパン

■アンドレ・シウヴァについて

ポルトガル出⾝の25歳。絶対的ストライカーで、昨季は32試合出場28ゴール5アシストの⼤活躍でフランクフ

ルトを牽引した。決定⼒の⾼さはもちろん、味⽅との連携も得意としている。昨季、得点⼒不⾜に悩まされた

ライプツィヒを⾃慢の得点能⼒で救う活躍が期待される。

ライプツィヒにはオルモやフォシュベリなどのストライカーを活かす2列⽬の選⼿が揃っているため、アンド

レ・シウヴァもプレーがしやすいのではないかと考えられる。

フランクフルトで⾒られた鎌⽥、コスティッチ、アンドレ・シウヴァのような連携をライプツィヒでも⾒たい

ところだ。

�籍情�

ピックアップ!!

ピックアップ!!

クラブ情�

��情�

ライター�RBぶるーず



ヴァラー�⾵、�き�れる

2021/7/30 ヴァラーFC� ��ジャパン

 カナディアン・プレミアリーグは、2019年に開幕した

カナダ初のプロサッカーリーグである。2026年の

北⽶3ヵ国共催のワールドカップにて、カナダがホスト国の

1つになることから、カナダサッカー界のレベル向上を

⽬的に設⽴された。

 ヴァラーFCはカナダ中部マニトバ州ウィニペグにホーム

タウンを構える。監督は世代別カナダ代表監督も経験した

ロブ・ゲイル。2019年は7クラブ中6位、2020年は8クラブ

中6位と低迷していた。

ライター�チャールズ

カナディアン・プレミアリーグとは？

その物語はジャイアントキリングから

 現地時間6⽉28⽇、カナダで衝撃が⾛った。

 2019、2020シーズンを⽴て続けに優勝してきた

「絶対王者」フォージFCを、ずっと下位に沈んでいた

ヴァラーFCが開幕節で破ったのだから。

 開始6分、オースティン・リッチがPKを獲得し、

ニュージーランド代表のモーゼス・ダイアーが沈めて

先制。そのリッチも、ドリブル突破ののち追加点。

GKジョナタン・シロワもゴールマウスを守って貢献し、

2-0でフォージを破った。

⽌まらぬ「勇者」たちのの快進撃

� その後も快進撃が続く。第2節の相⼿は昨年の準優勝

クラブ、HFXワンダラーズ。新加⼊ウィリアム・アキオ

のプロ初ゴールもあり、2-0で勝利。続くアトレティコ・

オタワ戦も2-0で勝利。3試合⽬の相⼿であるヨーク・

ユナイテッドFC戦こそ負けたものの、次のフォージFC

との再戦（1-0）、アトレティコ・オタワ戦（1-0）

ヨーク・ユナイテッド戦（3-0）と3連勝。

 なんとここまで、第7節終了時点で、6勝1敗で⾸位。

武勇(Valour)を持った戦⼠たちは、頂を⽬指す。

 

壮⼤なオペラの⽴役者たち
� まず、なんといってもオースティン・リッチの活躍が

⽬⽴つ。ゴールを常に狙うハンター気質を持つヴァラーの

背番号9は、現在得点ランキングのトップを⾛る。第７節

ヨーク・ユナイテッド戦では、2点を決めて快勝させた。

 もう⼀⼈、GKジョナタン・シロワを紹介したい。彼が

出場した試合は全てクリーンシードを達成している。

ヴァラーのゴールポストには「残念そこはジョナタン・

シロワ」。彼がいてこそ快進撃が可能とも⾔えよう。



 昨シーズンまでジョン・ランドストラムが背負っていた背番号7は

リアン・ブリュースターが引き継ぐこととなった。

 昨季はクラブレコードとなる移籍⾦で加⼊した21歳の「国宝」だが、

その⾦額に⾒合う活躍はできず。シーズン無得点と不遇のシーズンに

なってしまった。

 今季は2部からの再スタートとなる。2019-20シーズン、当時19歳

だったブリュースター。冬に加⼊したスウォンジー・シティで2桁得点

を達成するなど、チャンピオンシップの舞台では実績を残している。

 ゴール期待率を⼤きく下回るパフォーマンスを⾒せていたブレーズは

慢性的な得点不⾜が課題だ。イングランドの若武者は解決策となれる

だろうか。彼のキャリアにとっても正念場のシーズンとなりそうだ。

ブリュースターが7�を背負う�

2021/7/30 シェフィールド・ユナイテッド� ��ジャパン

■ヨカノビッチのインタビューにて

アーセナルへの移籍が騒がしくなっている

アーロン・ラムズデールの去就について聞かれた

ヨカノビッチ監督は以下のように答えた。

「わからない。私は英語の新聞は読まない。私は

スペイン語が好きだからね。」

正念場のシーズンを迎える21歳の「国宝」

監督の"鋭い切り返し"

ライター�とて



2⼈⽬の注⽬選⼿は光州FCに所属するオム・ウォンサン(22)だ。

ソン・ミンギュ同様にKリーグ屈指のタレントの1⼈で、2020年にA代表

デビューを果たしている。

2019年のU-20ワールドカップでは⽇本との決勝トーナメント1回戦で

途中出場。積極的な仕掛けから多くのチャンスを演出した。

100ｍを11秒で⾛る爆発的なスピードと独特なリズムのドリブルが

武器。ファンからは「オム・サラー」「KTX」などの愛称で呼ばれて

いる。しかし、本⼈のロールモデルはバイエルン・ミュンヘンのドウグ

ラス・コスタだそう。

今シーズンは公式戦12試合に出場して2ゴールを記録。11位に低迷する

光州FCでは思うような数字を残せていないが、A代表やU-24代表など、

代表チームでの活動ではイキイキとプレーできている。東京五輪での

さらなる⾶躍に期待したい。

東��輪�⽬のKリーガー

2021/6/2030 Kリーグ� ��ジャパン

浦項スティーラーズが発掘した

天才ドリブラー、ソン・ミンギュ(21)。

最⼤の特徴は、スピードに乗った状態

でも乱れない繊細なボールタッチだ。

ダブルタッチで相⼿DFの間をかいくぐ

っていくドリブルは、イングランド代

表の新星ジェイドン・サンチョとも

⽐較されている。

昨シーズンは公式戦27試合で10ゴール

6アシストを記録し、Kリーグ1のベスト

ヤングプレーヤーに選出。

ドイツやベルギーへの移籍の噂があっ

たが、2021/7/20に国内最⼤のライバル

である全北現代への移籍が決まった。

■元⼤分トリニータのムン・キョンゴンが

              安⼭グリナーズに移籍

2021/7/20、Kリーグ2(韓国2部)の安⼭グリナーズ

FCが、⼤邱FCを退団してフリーとなっていたGK

ムン・キョンゴンの⼊団を発表した。

ムン・キョンゴンはJリーグの⼤分トリニータで

3シーズンに渡り在籍し17試合に出場。今年1⽉に

⼤邱FCに⼊団するも、肩を負傷し⻑期離脱。

⼊団からわずか半年、出場2試合で契約解除が

決まった。新天地での再起に期待。

ソン・ミンギュ

オム・ウォンサン

Transfer News

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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