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�イタリアの「ガゼッタ・デッロ・スポルト」は4⽇、チェルシー所属のイタリア代表MF、

ジョルジーニョにバロンドール獲得の可能性が出てきたと述べた。同選⼿はチェルシーでの

チャンピオンズリーグ優勝に加え、現在開催中のEUROでもイタリア代表を優勝に導いている。

�イタリア代表と同様に決勝進出を決めたイングランド代表にも、メイソン・マウント、

リース・ジェームズ、ベン・チルウェルと3⼈のチェルシー所属選⼿を擁しているが、代表チームでの

貢献ではジョルジーニョが圧倒的に勝っており、バロンドールに彼の名前が挙がるのも必然だろう。

��しかし、ジョルジーニョは「バロンドールについて話したくない」とコメントしており、受賞ではなく、

チームの勝利に尽くす意志を⾒せている。

�ジョルジーニョは18/19シーズンに加⼊すると加⼊当初から主⼒として活躍。翌年の19/20シーズンからは

アザールの後のPKキッカーやアスピリクエタの代役のキャプテンも務めている。��

ジョルジーニョがバロンドール��に!! 

2021/7/16 チェルシー� ��ジャパン

■オリヴィエ・ジルー、ACミラン移籍合意か

�オリヴィエ・ジルーがACミラン移籍に合意したという報道

が出ている。チェルシーでの出番が減少しており、出場

機会を得るには移籍が適切だろう。

��チャンピオンズリーグベスト16のアトレティコ・

マドリー戦の1stレグで決めたスーパーゴールは

チェルシーがビッグイヤーを掲げるのに無くては

ならないものだった。

チェルシーファンでジルーを憎む⼈は居ない。

�ジルーの新たな挑戦を⼼から応援している。�

”チェルシー”と”イタリア”両チームでマエストロとして⼤活躍

移籍ニュース

ライター�とて



・ヌーノ・タバレス獲得へ

Fabrizio�Romano⽒が29⽇に移籍⾦700万ポンド+150万ポンドのボーナ

スでベンフィカの左SBヌーノ・タバレスの移籍は合意に達したと報じて

います。

Charles�Watts⽒によると9⽇時点で、タバレスは隔離期間を終え、

ロンドン・コルニー�にいるようで、アーセナル側はスコットランド遠征

までに正式発表などを済ませたいようです。

※10⽇にタバレス加⼊が正式発表され、背番号は20番になりました。

・サンビ・ロコンガ獲得へ

Fabrizio�Romano⽒は9⽇にロコンガ獲得へ移籍⾦1750万ユーロ+

ボーナスで最⼤2100万ユーロでアンデルレヒトと合意に達したと

報じています。

Charles�Watts⽒によると、ロコンガはベルギーでメディカルチェック

を⾏うため、隔離期間の関係もありスコットランド遠征には帯同する

可能性が低いと⾒られます。

アルテタアーセナルの�シーズン�動� 

・親善試合（スコットランド遠征）

7/13�vsハイバーニアン

7/17�vsレンジャーズ

・フロリダカップ

7/25�vsインテル

7/28�vsエヴァートン

�orミジョナリオス

・The�Mind�Series�

 （ロンドントーナメント）

8/1�vsチェルシー

8/8�vsトッテナム・ホットスパー

2021/7/16 アーセナル� ��ジャパン

・サカがイングランド史上初の

決勝進出に貢献！

7⽉8⽇に⾏われたEURO準決勝

デンマーク戦に先発出場を

果たした我らがブカヨ・サカ。

39分にケインのパスに反応して

DFラインの裏に抜け出すと、

タッチライン際からの右⾜での

折り返しのパス。ケアーの

オウンゴールを誘発しました。

その後も69分に交代するまで

攻守にわたって奔⾛。

イングランド代表は延⻑の末2-1

でデンマークを破り史上初の

決勝進出を決めています。

・ゲンドゥージのマルセイユ移籍が決定

6⽇にゲンドゥージのマルセイユへの加⼊が発表されました。

Fabrizio�Romano⽒によると、買取義務付きの1年間のレンタル移籍で

レンタル料100万ユーロ、買取⾦額1100万ユーロになる模様。

・サリバのマルセイユへのローンも合意間近

サリバは1年の買取OP無しのローンでゲンドゥージと共にマルセイユに

向かう⾒通しです。David�Ornstein⽒によると、サリバは複数ある選択

肢からマルセイユへのローン移籍を希望、アーセナル側はサリバを⻑期

プランに含んでいるとのことです。

アーセナルの�籍�場・���

プレシーズンマッチの⽇� アーセナルの�籍�場・���

EURO情�

ライター�Coffee�



ジンチェンコはとても明るい性格で知られており、

SNSからも、チームの盛り上げ役として活躍している

ことがわかる。

また、ベルギー代表のデ・ブライネ選⼿に顔がそっ

くりで、左サイドバッグの選⼿では珍しい11番は、

「17番のデ・ブライネ選⼿に似せた」というエピソ

ードがSNS上で話題となるほど。ちなみに、地元紙で

はコラロフやシンクレアといった左サイドの歴代の

選⼿になぞらえたのでは...と⾔われている。

偽サイドバックの戦術はジンチェンコ選⼿が中央に

⼊ることが増えるため、「偽デ・ブライネ」という

表現でサポーターから親しまれている。

2021/7/16 マンチェスター・シティ� ��ジャパン

2016年にマンチェスターシティへ

加⼊。2年間PSVにて修⾏を積んだ

SBの存在感は⽇増しに⾼まる。

同じポジションを争うメンディは

怪我が多く、序列が上がっている

状態。CL決勝など、重要な試合

でも先発出場を果たしている。

ウクライナ代表では攻撃的MFと

して活躍しており、EURO2020で

は同国初のベスト8に導いた。

まだ若い選⼿なので、今後の活躍

が楽しみだ。

�歴

まもなくパパに・・・�

"偽サイドバック"の�徴

ライター�とて

ウクライナを�えた "��" ジンチェンコ

2020年に1歳年上の美⼈スポーツリポーター、ヴラダ・
シェグロワさんと結婚し、最近妊娠が発表された。

EURO2020のベスト8へ向けて⾏われた試合で1G1Aの⼤活躍
を収めたジンチェンコはミックスゾーンにいた妻のヴラダ

さんとハグしている映像がヴラダさんのインスタで⾒ること

が出来る。

また、彼のストーリーズでも中陸まじい様⼦が⾒れるので

ぜひ興味のある⽅はフォローしてみて欲しい。



シェフィールド・ウェンズデー時代に

ブルーノラージから指導を受けたことのある

バリー・バナンは彼の哲学について

以下のように語った。

「ボール保持時はボールを素早く動かし、

もしボールを奪われたのであれば、チーム

メイトと連携して素早くボールに寄せる」

最近の主流であるハイプレスによる⾼い位置

でのボール奪取というスタイルを好むそう。

ロングカウンター主体だった前監督ヌーノ

とは異なる哲学だが、選⼿たちがどれほど

早く馴染めるか。また、ボールを動かす能⼒

に⻑けるMFルべン・ネベスの去就も重要と

なってくる。

��WOLVESに期待が��

2021/7/16 ウルヴァー・ハンプトン� ��ジャパン

テクニックに優れる左利きウインガー。相⼿に背を向けての

ターンが⾮常に上⼿く、あらゆる状況で前を向けることで、

相⼿と正対する得意なパターンに持ち込むことができる。

 

相⼿と正対したときにはボールを晒し、出⾜に反応して逆を

突き、加速して⼀気に抜き去るような緩急のついたドリブルを

することから、”眼が良い”印象を受ける。コンパクトな

シュートモーションも好印象だ。

前線からの守備も怠らないため、ブルーノ・ラージ新監督の

戦術にマッチする選⼿であろう。アダマ・トラオレやペドロ・

ネトなどリーグ屈指のウインガー擁するWolvesにとって、また
ひとつ⼤きな武器が増えた。ポジション争いも熾烈になること

が予想され、新シーズンに向け期待が⾼まる。

ブルーノラージ新監督の哲学

ラ・マシアから加⼊！トリンコンはどんな選⼿？

ライター�Na



■獲得の噂

 -トム・ケアニー（フラム）

 -サム・クルーカス（フリー）

 -イブ・ビスマ（ブライトン）

■退団の噂

 -サンダー・ベルゲ

�  →アーセナル？ナポリ？

 -アーロン・ラムズデール

�  →ウルヴズ？トッテナム？アーセナル？

� -ルーク・フリーマン

  →ボーンマス？ストーク？

代�GKラムズデール、�留へ�づく�

2021/7/16 シェフィールド・ユナイテッド� ��ジャパン

■契約満了の選⼿たち

-ジョン・ランドストラム
 →レンジャースへ移籍

-サイモン・ムーレ
 →コベントリー・シティへ移籍

2⼈とも今までありがとう!!
新天地での活躍も楽しみにしています！！

イングランド代表にも選出された

ユース出⾝の若き守護神は

クラブに残留する⽅針らしい。

ウルウズ、スパーズらが興味を

持っているとされるが、中でも

関⼼が強いのはアーセナルだ。

しかし、シェフ・ユナイテッドは

彼の移籍⾦に3000万£を要求

しており、アーセナルはWBAの

サム・ジョンストンにターゲット

変更も検討中らしい。(Mirror他)

ラムズデールは�留か�

Good luck bladesmen✊

Transfer News!!

ライター�とて



グループHの全北現代が6試合無敗(5勝1分)で

決勝トーナメント進出を決めた。

全北現代はグループリーグ6試合で挙げた

全22ゴールのうち18ゴールが外国⼈選⼿が挙げた

ゴールだ。(グスタボ7ゴール、バーロウ6ゴール、

イルチェンコ4ゴール、邦本1ゴール)

グスタボの⾝体能⼒、バーロウのスピード、

イルチェンコの⾼さ、邦本の技術を活かした全北

現代の攻撃は破壊⼒満点。様々なパターンから点

が取れるのは全北現代の⼤きな武器である。決勝

トーナメントでもJクラブの脅威になるだろう。

蔚�、�北がACL決�トーナメントへ

2021/7/16 Kリーグ� ��ジャパン

■チ・ドンウォンがFCソウルに移籍

Kリーグ1のFCソウルがドイツ・ブンデスリーガのマインツ

から韓国代表FWチ・ドンウォンを獲得した。契約期間は

2023年までの2年3ヶ⽉だ。

チ・ドンウォンは2010年に全南ドラゴンズでプロデビュー

して以降、主にイングランド、ドイツのクラブで活躍。

韓国代表でも55キャップを記録している。

FCソウルは現在、Kリーグ1で12チーム中11位と降格の可能

性すらある状況。

欧州と代表での実績が豊富なチ・ドンウォンがFCソウルの

救世主となれるか注⽬が⾼まる。

�北の�⼒�国�が�動

7/8、グループFの蔚⼭現代は

ベトテルFCに3-0で快勝し、1試合

を残してACL決勝トーナメント

への進出を決めた。

蔚⼭現代にとって最⼤の収穫は

ヒンテルゼーアのパフォーマンス

だろう。ヒンテルゼーアは今シー

ズン、リーグ戦13試合で3ゴール

にとどまっていた。しかし、ACL

ではここまで3ゴール1アシストを

マークするなど好調をキープ。

加えて、兵役を終え戻ってきた

オ・セフンも3ゴール2アシストを

記録。前⼤会王者のストライカー

争いに⽬が離せない。

Transfer News!!

蔚�ヒンテルゼーアが活�

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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