
CLUB REPORT

�VOL.1�



2021/7/2 �

⽬�

003
004
005
006
007

008
009

-クラブ��
チェルシー

アーセナル

マンチェスターC
ウルウズ

シェフィールドU
-リーグ��
ブンデスリーガ

Kリーグ

※��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

��の⽇となったCL決�
当⽇をプレーバック�

CL優�!!

�体制となったウルウズ

�くの主⼒に�籍の�…
チーム�成に��が!?

��く期待と不�

アグエロが�り、

10�は�きに。
現�属�⼿が�⽤か

はたまた��得�⼿で

⼤型��があるのか…

No.10は�に

ここ����の�い

ブレーズアカデミー。

中でもEUROで活�する
�々の�材に�⽬したい

EUROは
ウチが�てた



 シーズンの終幕を飾るCL決勝戦。チェルシーはトゥヘル就任から慣れ親しんだ3バ

ックシステムで挑んだ。

 試合はリヤド・マフレズとラヒーム・スターリングという強⼒なアタッカーをウィ

ングバックに配置されたベン・チルウェルとリース・ジェームズが完璧に押さえ込む

展開。2⼈はシーズン最⾼と⾔っても過⾔ではないパフォーマンスを⾒せた。前線で

は「得点⼒不⾜」が叫ばれる

ティモ・ヴェルナーが躍動。得点こそ奪えなかったが、献⾝的な守備や脅威となる裏

への抜けだしでマンチェスター・シティゴールに迫った。決勝点はヴェルナーの抜け

だしによって⽣まれたスペースにカイ・ハフェルツが⾶び込み、ゲット。⾮難を浴び

ることも多かった彼だが、トゥヘルが信頼して起⽤し続けた意味をこの⼤舞台で証明

した。

 また、ランパード前監督の”愛弟⼦”であるメイソン・マウントは攻守に渡りチーム

を牽引。決勝ゴールのアシストは圧巻だった。

 エンゴロ・カンテは準決勝の1stレグから3試合連続でMOMに選出された。この試

合のパフォーマンスによって「カンテにバロンドールを」という声が世界中から上が

っている。

1.トゥヘルの勝負服
 就任してから真っ⻘なチームジャージを着⽤し続けた

トゥヘル。しかし、決勝では去年の決勝でも着⽤した

"黒いシャツ"に"黒いベスト"、"黒いパンツ"という

勝負服で挑み優勝を勝ち取った。来シーズンもトゥヘル

の⼿腕とファッションには⽬が離せない。

2.ツェイク兄がスタンドに？
 CL決勝後に映し出されたスタンドの映像にはツェイク

とそっくりなモロッコの旗を持つ観客が。弟の晴れ舞台

に駆けつけたのかも知れない。ツェイクの⽗親は彼が

10歳の時に亡くなっている。その影響か2⼈の兄が服役

ツェイク⾃⾝も半グレ状態となっていた過去がある。

チャンピオンズリーグ優��

2021/6/25 チェルシー� ��ジャパン

攻撃、守備ともに「狙い通り」。トゥヘル恐るべし。

CL決勝の⾖知識

ライター�げん



今シーズン、アーセナルの攻撃を左SBの位置から⽀え続けたキーラン・

ティアニー。EUROの前から週給11万ポンドに昇給、5年の契約延⻑に

合意と報じられており、正式なサインはEURO終了後になると⾔われて

いました。そして、6⽉26⽇にティアニーの契約延⻑が正式に発表され

ました。

ボクシング・デーのチェルシー戦で今季リーグ戦初スタメンを飾り、

そこからアーセナルの攻撃を牽引したスミス=ロウについても今夏で

契約満了まで2年を切るということで契約延⻑に動き出していました。

Fabrizio�Romanoによると、アストン・ヴィラが1回⽬2500万、2回⽬

3000万ポンドと獲得のオファーを出すもアーセナルが⽴て続けに拒否し

たとのこと。アーセナルはスミス=ロウとの契約を2026年まで延⻑する

ことを⽬指しています。スミス=ロウ本⼈もシーズンオフの前の時点で

契約延⻑のサインをすることを確信している様⼦。こちらも近⽇中に

良い発表がありそうですね。

20/21シーズンをアーセナルのシーズンに�

2021/6/26 アーセナル� ��ジャパン

イングランド代表はグループ

ステージ第3節ではチェコ代表と

対戦。サカはこの試合でEURO初

出場、初スタメンを飾りました。

試合はサカのドリブルを起点に

グリーリッシュのクロスから

スターリングがゴールを決めて

1-0で勝利。グループD⾸位通過

を決めています。

この試合でサカはドリブル6回を

記録。チェコ代表の守備の頭を

悩ませる存在となり、MOTMに

選出される活躍でした！

Fabrizio�Romanoによると、アーセナルは

ブライトンに対し、ベン・ホワイト獲得のために

4000万ポンドのオファーを提⽰するも、

ブライトン側がこれを拒否したとの情報が。

アーセナルはベン・ホワイトと個⼈合意を済ませて

いるとも報じられており、後はクラブ間で最終的な

移籍⾦の話し合いが⾏われる模様です。

また、Orstein⽒によると、ブライトンは5000万

ポンドの移籍⾦を求めており、アーセナルは4500万

ポンド+ボーナスで総額5000万ポンドに届く形で

決着をつけたいようです。

EUROの舞台でサカが躍動！

ティアニー契約延⻑にサイン&スミス=ロウも契約延⻑間近！

ベン・ホワイト、アーセナルと個���か

ライター�Coffee�



期待の若⼿

現在在籍中の�⼿ではフィル・フォーデンが

⼀�有⼒だと�えられる。攻�的MFだけでなく、

ウィングもこなすことができる21歳のホープは

下�����で、2020-2021シーズンは38��に

�場し、8ゴールという成�を�している。

��のグアルディオラはフォーデンのことを

「ダイアモンド」と�現し、レンタル�籍も

させるつもりはないと��したことで有�だ。

昨年9⽉には不�事を�こしてしまったが、

彼の�在�⼒は疑いの�地がなく、イングランド

にとって必�不可�になる⽇が来るはずだ。

アグエロの

1 0�を受け�ぐのは�

2011年からの10年間。シティに在籍し、
2015-2016シーズンから5年間背負い�けた
��のある「背��10」。�は�の⼿に�

★筆頭��

フィル・

フォーデン

2021/6/26 マンチェスター・シティ� ��ジャパン

リアム・デラップ(2003年02⽉8⽇⽣まれ)

ライター�ししゃも

��186cmという恵まれた体�をもつ18歳のFW。彼の�は
ロングスローで有�なロリー・デラップだ。

16歳からシティのユースに�属し、2020年9⽉24⽇の
カラバオカップにてトップチーム��場を果たす。同��

では�得点を挙げ、2-1での�利に貢�した。
U23ユースリーグでは20��24ゴール5アシストという
�晴らしい成�を�している。2021-2022シーズンでは
トップチームでも活�が⾒れる��が��するかも�



・イェルソン・モスケーラ（from�アトレチコ・ナシオナル）

⻑い脚でボールを刈り取る技術に⻑けるコロンビア⼈CB。⻑短の縦パス

やサイドチェンジ、ドリブルでの持ち上がりも⽬⽴つ。まだ弱冠20歳と

いうこともあり、188cmと⻑⾝だがまだ体は細く、プレミア向きには

⾒えないところ。フィットに時間はかかりそうだが、この先どのような

活躍を⾒せてくれるか⾮常に楽しみだ。

・若い選⼿を多く引き⼊れ、世代交代を図るWolvesにとって、ベンフ

ィカでジョアン・フェリックスやルベン・ディアスといった若⼿の才能

を⼤きく開花させたブルーノ・ラージ新監督の育成⼿腕が今後の鍵とな

ってくるであろう。

・Wolvesは、昨シーズンにローンで加⼊した左SBライアン・アイト＝

ヌーリの買取オプションを期限切れにて失効。CMヴィティーニャの

買取にも消極的だという。今後の移籍情報にも注⽬が集まる。

WOLVESに��く不�と期待

2021/6/20 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ� ��ジャパン

2部時代から指揮を取っていた

ヌーノが退任し、新体制となった

Wolves。しかし、チーム編成を

根本から変えてしまうような

移籍の噂が続いている、、、

■放出候補
�-ルイ・パトリシオ（→ローマ）

�-ダニエル・ポデンセ（→ローマ）

�-ルベン・ネベス（→アーセナル）

�-アダマ・トラオレ（→チェルシー）

�-コナー・コーディ（→エヴァートン）

�-ペドロ・ネト（→エヴァートン）

�-ジョアン・モウチーニョ（→ポルト）

■新監督ブルーノ・ラージ監督について

ポルトガル出⾝の44歳。2019年1⽉から2020年夏に

かけてベンフィカを指揮。

初年度の2018-19シーズンは途中就任から19戦で

無敗、72得点16失点という辣腕ぶりを⾒せつけ、

⾒事リーグ優勝を果たした。

4-4-2を⽤いた攻撃的なサッカーを展開。前監督の

ヌーノが⼀時代を築いた5バックとは全く異なる

システムをチームにどう適⽤するかが注⽬される。

主⼒⼤量移籍の噂

ピックアップ!!

ライター�Na

����⼿情�と�論



■アーロン・ラムズデールがイングランド代表に選出！

シェフ・ユナイテッドの選⼿が主要⼤会のイングランド代表に

選出されたのは58年ぶり。

今季は前半戦で低調なパフォーマンスを⾒せ、サポーターから

ブーイングを浴びることも多かった彼だが、復調。

ビッグセーブを連発し、幾度となくピンチを救った彼は

イングランド代表に選出されてしかるべきだろう。

EUROで活躍すると、さらに移籍市場を盛り上げる存在になるのは

クラブにとって⼤きな懸念点だが、出番に期待したいところ。

トップレベルの選⼿が集う代表チームで良い経験を積み、

クラブにてその経験を還元してほしい。

EUROは "シェフ・ユナイテッド" が�てた�

2021/6/20 シェフィールド・ユナイテッド� ��ジャパン

今年のEUROには

シェフィールド・ユナイテッドの

ユース出⾝者がなんと

6⼈も存在している！！

■イングランド

 -ハリー・マグワイア

 -ドミニク・キャルバート

          =ルウィン

 -カイル・ウォーカー

 -アーロン・ラムズデール

■ウェールズ

 -デイビッド・ブルックス

 -ノリントン=デイビス

■新監督ヨカノビッチ監督について

セルビア出⾝の52歳。2015年にワトフォード、

2018年にフラムをプレミアへ引き上げた

「昇格請負⼈」としても評価が⾼い。

解任後の2019年からはアル・ガラファを指揮。

就任初年度でリーグ最優秀監督にも選出された。

また、現役時代はアンカーを務めていた。代表では

64試合に出場し、10得点を記録。イングランドでは

チェルシーにも在籍歴あり。

アカデミー出⾝者6⼈!!

58年ぶりの快挙!!

ピックアップ!!

ライター�とて



4⽉30⽇、ウニオン・ベルリンの

遠藤渓太の完全移籍を⽪切りに

⽇本⼈選⼿がドイツに関する移籍を

続けている。

昨季まで2部、ハノーファーでプレー

した⽇本代表MF・原⼝元気は遠藤と

共に初開催となるECLを戦うことと

なった。また、セルビアで得点を重ね

た浅野拓磨が昇格組のボーフムへ。チ

ームを残留へ導くポイントゲッターを

担えるか。他にも、デュッセルドルフ

が川崎フロンターレの⽥中碧の獲得に

近づいていると報じられている。

昇��に⽇�代�FW�⽇���⼿�籍情�

2021/6/20 ブンデスリーガ� ��ジャパン

■⽇本代表FWは名⾨クラブと共に2部へ向かうのか

壮絶な残留争いに敗れ17位。41年ぶり2回⽬の降格

を喫したブレーメン。クラブは2部降格により緊縮財

政を余儀なくされており、⼤迫も放出候補の1⼈とな

っている。

Jクラブが接触しているという噂はあるが、200万

€の移籍⾦を⽤意できる⽇本のクラブがあるのかとい

う点もあり、⽇本復帰も本命視できない。⼤迫の動

向に注⽬したい。

アルミニア・ビーレフェル

トを残留へ導いた⽇本⼈の

2選⼿は別々の道を歩む。シ

ーズン途中に加⼊した奥川

雅也は24年までの更新を

掲⽰されており残留路線。

PSVの堂安律は500万€の

オプション料をクラブが

払うことはコロナ禍の影響

もあり断念。来季に向けて

マインツが獲得に動いてい

るという噂はあるが、こち

らも⾼額な買取オプション

がネックとなり未だに発表

には⾄っていない。

⽇本⼈移籍情報

ブレーメン�⼤迫勇也の⾏く末は？

ライター��⾒⼤�



 5⽉26⽇に⾏われた韓国FAカップ4回戦、K3リーグ(韓国3部相当)に所

属する楊州市⺠サッカー団がKリーグ1屈指の強豪クラブ全北現代をPK

戦の末に破り、ジャイアントキリングを達成した。

���(全北�0−0[9-10]�楊州)

 この⽇、全北現代は控え組中⼼のメンバーに邦本宣裕、グスタボなど

数名の主⼒選⼿をスタメンに抜擢した。国内で圧倒的な戦⼒を誇る全北

現代は、控え組とはいえ韓国代表経験者ばかり。K3リーグの楊州市⺠サ

ッカー団との実⼒差は歴然だった。

 しかし、試合が始まると全北現代は楊州市⺠サッカー団の堅守に⼿を

焼く展開が続く。全北現代は絶えず攻撃を繰り返すも1点が遠く、楊州

サッカー団が120分を無失点で耐えきりPK戦に持ち込んだ。

 PK戦は両クラブ10⼈がキックを成功させ、全北現代11⼈⽬のキッカ

ーのGKイ・ボムヨンが楊州サッカー団のGKパク・チョンヒョに⽌めら

れ、まさかの楊州市⺠サッカー団が勝利。楊州サッカー団はクラブ史上

初の韓国FAカップ準決勝に進出した。

 楊州サッカー団は準決勝で昨シーズンのACL王者蔚⼭現代と対戦する

予定。連続でジャイアントキリング達成なるか、注⽬が集まる。

�国3�クラブがジャイアントキリング�

2021/6/20 Kリーグ� ��ジャパン

■⽇本⼈MF⽯⽥雅俊、⼤⽥ハナシチズンへ移籍

 Kリーグ2(韓国2部)の⼤⽥ハナシチズンが江原FC

の⽇本⼈MF⽯⽥雅俊の獲得を発表した。今シーズン

終了までのレンタル移籍で、契約には買い取りオプ

ションも付いている。

 昨シーズンは⽔原FCに在籍し、Kリーグ2で10ゴ

ール4アシストの活躍を⾒せたが、今冬に移籍した江

原FCではここまで9試合に出場して未だ無得点と本

来の⼒を発揮できずにいる。新たなクラブでの

再起に期待したい。

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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