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ついにシティはアストンヴィラから

ジャック・グリーリッシュを6年契約

で獲得した。契約解除⾦としては英国

�⾼の1億ポンド（約152億円）の超巨

⼤契約を結んでいる。アストンヴィラ

のユースで6歳から育ち、1年間の

レンタルを除き、バーミンガムの地で

19年を過ごした。25歳ながら191試合

出場し、全29得点を記録。20-21

シーズンは26試合に出場し、6得点

10アシストを達成した。

シティはグリーリッシュに得点⼒の

向上を期待しているだろう。

ついに開���10�は攻�を��できるか

2021/8/13 マンチェスター・シティ� ��ジャパン

■ジンチェンコ、お⽗さんになる

8⽉1⽇に待望の⼦どもが誕⽣した。

彼と妻のヴラダさんのインスタグラムで⼦どもを

抱く姿が⾒られる。

男の⼦か⼥の⼦か発表をした動画では、ジンチェン

コがゴールの中央にある⾵船に蹴りこみ、「⻘なら

男の⼦、ピンクなら⼥の⼦」という演出も。

サッカー選⼿ならではの楽しませ⽅だった。

美顔で知られる夫婦なので、家族写真の公開も

楽しみである。

プレミアリーグでも屈指の

ミドルシュートを放て、

クロスの精度も指折りな

デ・ブライネとの共演も

期待の1つだ。

前線ではG・ジェズスや

スターリングなどの20-21

シーズン不調だった選⼿の

奮起にも期待したい。去年

のルーベン・ディアスの

補強でストーンズが活躍し

たように、競争⼒を⾼めて

いきたい。今シーズンこそ

は4冠を⽬標に、正真正銘

ビッグクラブの仲間⼊りに

期待したい。

�⾼額での移籍

シティの選⼿たちのプライべート

ライター�ししゃも



� チェルシーの今夏�⼤のミッションとされたストライカー補強問題が解

決したようだ。⽩⽻の⽮が⽴ったのはロメル・ルカク。セリエAのインテル

を11年ぶりのスクデット獲得に導いたベルギー代表のストライカーだ。

 �⼤の武器は⾝体能⼒。スピード、フィジカル、⾼さは世界�⾼レベル

だ。しかし、⾝体能⼒に依存しておらず、味⽅を⽣かすポストプレーも

得意としている。インテル時代には2トップを組むラウタロ・マルティネス

と阿吽の呼吸を⾒せた。

 チェルシーの3-4-3システムでは3トップの先頭での出場が適切だ。2列⽬

のマウント、ツィエク、ハフェルツ、プリシッチとの連携が期待される。

また、ヴェルナーと同時起⽤された際は、2⼈のスピードを⽣かしたカウン

ターが猛威を振るうだろう。�

ロメル・ルカク�得���

2021/8/13 チェルシー� ��ジャパン

��5⽇に⾏われたプレシーズンマッチ。トッテナム・ホット

スパーとの試合は2-2のドローとなった。この⽇2ゴールを

挙げたのはハキム・ツィエク。攻撃陣を牽引し、指揮官へ

好調ぶりをアピールした。

��ツィエクは昨シーズン、前半戦のランパード政権下で攻撃

の中⼼として、持ち前の能⼒を遺憾無く発揮。右のワイド

に張ってのチャンスメイクから数々のゴールを産んだ。し

かし、トゥヘル政権ではシャドウとしてのプレーが求めら

れた。ツィエクは順応に苦しみ、シーズン前半の輝きを失

ったように思えた。オフシーズンには退団の噂も流れた

が、プレシーズンマッチでの活躍ぶりにツィエクの覚悟が

感じられた。ツィエクが今シーズンのチェルシーに何を

もたらすのか。とても楽しみだ。�

10年の時を経てスタンフォードブリッジに復帰

ついに⽕を吹いたモロッコの魔術師

ライター�ゲン



■トーマス・パーティ負傷

ここまでのプレシーズンマッチの出場した全ての試合

で圧巻のパフォーマンスを披露。全グーナーが彼の今

季の⼤活躍を確信していただろう。チェルシー戦でも

素晴らしいパフォーマンスを披露していたものの、

無念の負傷交代。当初は4~6週間の離脱と⾒られていた

が、公式発表によると3週間の離脱となった。当初より

は短い離脱期間で済みそうだが、それでも第2節の

チェルシー戦、第3節マンチェスター・シティ戦と

序盤の⼭場をトーマス不在で戦うことになりそうだ。�

��立ちこめる中で⾒えた��

2021/8/13 アーセナル� ��ジャパン

■ベン・ホワイト

加⼊してすぐのチェルシー戦は後半45分をプレー。53分にツィエクの

シュートを滑り込んでブロックし、失点を防いだ。トッテナム戦では

スタメン出場し、後半途中までプレー。守備では被カウンター時に右CB

から左に流れてソン・フンミンを封じてみせると、縦パスがソン・フン

ミンに⼊ったシーンでは前に出て奪い、アーセナルの攻撃に繋げた。

また、攻撃ではダビド・ルイス顔負けの持ち運びと縦パスを披露。

■サンビ・ロコンガ

22歳とは思えない落ち着きぶりを⾒せる。⾃分で運べて展開もできると

いう今のアーセナルにはかなり嬉しい存在。開幕スタメンも現実的だ。

■ヌーノ・タヴァレス

良い意味でSBらしくないドリブルとラストパスを途中出場のトッテナム

戦で披露。ティアニーの代役に収まらない存在感に期待。

補強は"当たり"の予感

今季こそは！と思った⽮先

ライター�Coffee�



■マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルから

の関⼼が報じられていたMFルベン・ネベスだが、

今夏は残留の⽅向性だという。

この24歳プレーメーカーの残留は、新シーズンを

迎えるWOLVESにとって、朗報となるだろう。

■今夏の更なる補強はないと⾒られていたWOLVES

だが、ブルーノ・ラージ監督は、昨シーズンの

ラウル・ヒメネスの離脱による⼤打撃のような事態

を避けるため、新たに⼒のある選⼿を3，4⼈迎え

⼊れてチーム内の競争⼒を上げたいと考えている

ようだ。今後の移籍情報が注⽬される。

EPL2021~22シーズン開�に向けて�

2021/8/13 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ� ��ジャパン

■ラファ・ミルがアトレチコへ！？

東京オリンピックにスペイン代表の9番として出場、準々決勝ではコート
ジボワール相⼿にビハインドの展開で投⼊され、終了間際に起死回⽣の

同点ゴール、更には延⻑戦と合わせて三度ゴールネットを揺らした

WOLVES所属のラファエル・ミル。昨季ウエスカにローンされ、公式戦
56試合で22得点をマークしたFWは、昨季のリーガ・エスパニョーラ覇者
のアトレチコ・マドリードへの移籍が近いそうだ。

前監督ヌーノが連れてきた選⼿であり、WOLVESでは花開かなかった
が、リーガで認められる⼈材へと育ったようだ。WOLVESの経営戦略が
うまくいった好例だと⾔えるであろう。

なお、移籍⾦は1500万ユーロ前後と⾒られている。

2021~22シーズンで活躍が期待

される選⼿をライターの独断と

偏⾒で選出！！

■ラウル・ヒメネス

⾔わずと知れたWOLVESのエース

が⼤怪我から遂に復帰！

新進気鋭のFWファビオ・シウバの

成⻑にも⼀役買ってくれるで

あろう！！

■フランチェスコ・トリンコン

既にプレシーズンマッチでもその

能⼒を存分に発揮していることが

窺える。彼のキープ⼒をどう活か

すかが、今後の鍵を握りそうだ。

期待の�⼿をピックアップ�

ピックアップ!!

��の�籍はある�ない�

ライター�Na



�シーズン開���戦はアウェーに挑む

2021/8/13 バイヤー・レヴァークーゼン� ��ジャパン

■In

 -アンドレイ・ルニョフ（ゼニト）

 -ミチェル・バッカ―（PSG）

 -オディロン・コスヌ（クルブブルッヘ）

 -パナギオティス・レトソス（サンティエンヌ）

 -ヨエル・ポーヤンパロ（ウニオンベルリン）

■若⼿有望株のDF3名獲得に成功。GKのバック

アッパーにはルニョフを補強した。ウニオンから

復帰するポーヤンパロも昨季は19試合で6得点。

新たな得点源として期待したい。

8⽉13⽇、バイエルン

とメンヘングラート

バッハの1戦で

リーグ戦の幕が開く。

レヴァークーゼンの

初戦は⽇本⼈2⼈を

擁し、近年勢いのある

ウニオンベルリン。

昨年の順位は6位と

7位であり僅差の戦い

が予想される。

昨季9ゴールを挙げ�、

ブレイクした

レオン・ベイリーは

アストンヴィラへ移籍

したが、第1節の

ライバルからポーヤン

パロが復帰。1年間

過ごしたベルリンでの

⼤暴れを期待したい。

昨季スタートダッシュ

に成功し、⼀時は優勝

争いまでこぎつけた。

今期も上々の滑り出し

を⾒せるために、

ウニオンをたたく。

■頼れる守護神が新主将に就任！

フィンランド代表のGKルーカス・フラデツキー

が今季の新主将に任命された。5年間主将を務め

たアランギスがピッチに集中したい旨を述べ、

副主将に回ったため、100試合以上ゴールマウス

を守り続ける守護神にキャプテンマークが

託された格好だ。

指揮官も「プロフェッショナル」と信頼を寄せる

フラデツキーは「クラブと共鳴できている」と

述べており、新主将の下、意欲的なシーズンに

挑むことになる。

Transfer News!!

ピックアップ!!

ライター��⾒⼤�



7⽉30⽇に⾏われたリヴァプールとの練習

試合に4−3で勝利したヘルタベルリン。

2019年夏より投資会社とパートナーシップを

結んで以降、積極補強を続けているが、

ここ2シーズンは上位争いに絡めず、1桁順位

さえも16−17シーズンまでさかのぼる。

しかし、今季は前述のPSMに勝利し、昨季は

1回戦で姿を消したドイツ杯でも⽩星。開幕節

のケルン戦に向け好スタートを切った。

同じベルリンのウニオンは初のヨーロッパの

舞台へ挑む。ヘルタもこのままでは終われ

ない。逆襲のシーズンへ挑む。

PSMでリヴァプール下す、なるか��

2021/8/13 ヘルタ・ベルリン� ��ジャパン

■モンテネグロ代表FW、ヨヴェティッチを獲得

今夏モナコとの契約を満了していたステヴァン・

ヨヴェティッチと2年契約を結んだ。欧州5⼤リーグ

を渡り歩いてきたFWでセリエＡ・フィオレンティー

ナでは副主将を務めるなど実⼒は折り紙付きだ。

前述のリヴァプール戦では早速ドッペルパックを

記録。オランダ代表ＤＦファンダイクを振り切って

の2点⽬など能⼒の⾼さを⾒せつけた。歴戦のＦＷが

ヘルタの上位進出のカギとなるだろう。

リヴァプールを撃破！

欧州を渡り歩いたFW加⼊！

ライター��⾒⼤�



執筆時点で8⼈の補強を進めるマルセイユ。今夏は元主⼒選⼿の契約

満了などが重なり、⼤きく選⼿が⼊れ替わる。補強は若⼿が多くを

占めており、⼀か⼋か勝負に出ているような所がある。中でも注⽬は

アーセナルから加⼊したゲンドゥージだ。シーズン通し、主⼒としての

働きが期待される。

チームを⽀えてきたベテランたちとの融合も⾮常に楽しみだ。特にチャ

ンスメイクを⼤の得意とするパイェは、プレシーズンで絶好調。ウンデ

ル、コンラッドなど新たな相棒候補たちも加⼊した。フランス屈指のチ

ャンスメイカーがマルセイユの攻撃的サッカーを牽引する。

⻑年このクラブは短期的に結果を伸ばす、即戦⼒の補強ばかりを⾏って

きたが、新⽣OMは若⼿を積極的に補強した。ただ、それはギャンブル

にも等しい⾏為である。調⼦を落としていてもある程度結果を残せる即

戦⼒とは違い、⼗分な実⼒を発揮できないこともあり得るだろう。

しかし、若⼿選⼿には⾒ているものを期待させる何かがあるのも事実。

今シーズン、この賭けが吉と出るか凶と出るか、是⾮注⽬して欲しい。

とある��クラブの�たな物� 

マルセイユの元チームメイトで、

本⼈たち⽈く「チームメイト以上

の関係」である、フロリアン･

トヴァンと酒井宏樹が東京五輪で

再会を果たした。�⾼のコンビは

これから別の国で別のサッカー

⼈⽣を送る。OMファンとしても

寂しくなるが、感謝とエールを彼

らに送りたい。

2021/8/13 オリンピック･マルセイユ� ��ジャパン

昨季途中、サンパオリ監督を

招聘し、スタートした新体制。

超攻撃的サッカーを志向し、

打ち合いになる試合が多い。

今夏は、新たに会⻑となった

ロンゴリアが積極補強。新体制

として初めての開幕を迎える。

今年はまず、リーグ・アンでの

CL権確保が⽬標になるはずだ。

古豪と呼ばれるのはもう終わら

せよう。フランスの港町クラブ

の新たな時代が始まった。

アウェーでモンペリエと戦った開幕節は、早速ドラマチックな展開が

⽣まれた。前半にオウンゴール含め2点を失ってしまうも、ここから

巻き返せる強さを持っているのが現在のマルセイユだ。

68分にコンラッドの突破からウンデルが合わせ、1点を返す。新加⼊

コンビが反撃の狼煙を上げると、ここからはのパフォーマンスは圧巻

だった。パイェがFKを決めて同点にすると、5分後に同じくパイェの

個⼈技で逆転。守備には不安が残るものの、それを補う以上の爆発⼒を

秘めており、今シーズンもエキサイティングなゲームが楽しめそうだ。

積���、吉と�るか�と�るか

東�での別れ リーグ・アン�1� 

�体制OM

ライター�K



■獲得の噂

 -ロナウド・ビエラ（サンプドリア）

 -ベン・デイビス（リヴァプール）

■退団の噂

 -サンダー・ベルゲ

�→アーセナル？

 -アーロン・ラムズデール

��→アーセナル？

 -ジョージ・ボルドック

→オリンピアコス？ バーンリー？

ブリュースター、待�の�得点�

2021/8/13 シェフィールド・ユナイテッド� ��ジャパン

■開幕戦のスタッツ

 -⽀配率:76%�(1st)

 -パス数:596�(1st)

 -枠内シュート:2�(=19th)

 -ゴール期待値:0.78�(=18th)

ヨカノビッチ体制ではGKからつなぐサッカーを志向して

⽀配率を⾼めていく形になりそうだが、開幕戦はチャンス

に結びついていない状態だった。ここ数年で露呈している

決定⼒不⾜は今季改善できるか・・・

前線の奮起に期待だ。

Transfer News!!

カラバオカップの1回戦。昨夏に

クラブレコードを更新して獲得

したリアン・ブリュースターが

待望のクラブ初得点を挙げた。

サポーターやチームメイトは

もちろんだが、�も喜びを爆発

させたのは彼⾃⾝かもしれない。

開幕戦でムセが負傷したことに

より、チーム内でブリュースター

の重要度は⾼まりつつある。リー

グでも活躍に期待したい。

開�戦のスタッツ

��のシーズン再来か�

ライター�とて



 カナディアン・プレミアリーグは、ヴァラーFCを含む8クラブによって開催

される。

 まず、全8チームでレギュラーシーズンを⾏う。そのうち最初の8節を、ヴァラ

ーFCのホームタウンのウィニペグにて集中開催する。これを11⽉まで全28試合

⾏う。

 レギュラーシーズンの上位4チームは、プレーオフへと進出する。1位vs4位、

2位vs3位のカードで、⼀発勝負。

 プレーオフの試合で勝ったチームは、それぞれ決勝戦へと駒を進める。この

決勝戦も⼀発勝負で、このゲームで勝利したチームが、2021カナディアン・プレ

ミアリーグの優勝チームとなる。

 なお、優勝チームは、CONCACAFチャンピオンズリーグの予選も兼ねた、

CONCACAFリーグの出場権が贈呈される。

 

�⼿��/ハファエウ・ガリャウド

 今期より加⼊のハファエウ・ガリャルド

を紹介したい。

� ブラジル出⾝。元U20セレソンで、2011

年には、フェリペ・コウチーニョやオスカ

ルとともにU20ワールドカップを制した。

 フラメンゴ、グレミオ、ヴァスコ・ダ・

ガマなどのカンピオナート・ブラジエロの

クラブを渡り歩いたほか、アンデルレヒト

でもって欧州でプレーした経験もある。

 第3節ヨーク・ユナイテッド戦ではフリー

キックで直接ゴールに向かってシュート。

ディフェンス陣の頭を通り越し、ゴール

ネットを揺らした。残念ながらチームメイ

トのミスによりペナルティを取られ、ノー

ゴールにはなったものの、ヴァラーFCの

ファンたちを驚かせた。 

 U20世界チャンプの存在が、リーグを

⾯⽩くしそうだ。

 
2021カナディアン・プレミアリーグの開��式

��から⼀�…�敗に喘ぐ�者たち

2021/8/13 ヴァラーFC� ��ジャパン

ライター�チャールズ

 カナダサッカー界に衝撃を与えたヴァラ

ーFCが、苦境に喘いでいる...

� 第8節のHFXワンダラーズ戦では、44分

に1点を決められ、その後1点も返すことが

できず1-0で敗戦。第9節FCエドモントン戦

では、63分までに3点を決められてしま

う。88分にキューバ代表アンディ・バケー

ロが1点を返すも、3-1で敗北を喫する。

 続く第10節パシフィックFC戦では、41分

に新加⼊ロッコ・ロメオが先制するも、66

分にはパシフィックに1点を返され、87分

に元ヴァラーのマーコ・ブストスに恩返し

弾を献上され、2-1でサヨナラ負け。

 順位もパシフィックFCに抜かれ、2位に

転落。チームとして、「過渡期」を迎えて

いるのかもしれない。

ウィニペガーに�えられた��

 開幕してまだ間もないとは⾔えど、

カナダにも夏がやってきた。夏といえば...

移籍マーケットであろう。

 ヴァラーFCには、⽶MLSのトロントFC

から、ロッコ・ロメオを期限付きで獲得。

 2000年⽣まれの彼は、現在修⾏の⾝。

昨年はデンマークのHBキューゲでプレー。

カップ戦のデンマークカップでは1ゴールを

挙げた。

 第10節では敗れはしたが、先制ゴールを

挙げている。彼の活躍から⽬が離せない。

���情�/ロッコ・ロメオ



今シーズンKリーグ1に昇格した⽔原FCの勢いが⽌まらない。

⽔原FCは中断明けの7/20の⽔原三星戦から3連勝を飾った。しかも、

この3つの⽩星はリーグ戦の順位で上位にいる⽔原三星(2-1)、蔚⼭現代

(5-2)、全北現代(1-0)から奪ったものだ。

絶好調の⽔原FCを引っ張るのが、今シーズンから全北現代よりレンタル

移籍で加⼊した南アフリカ代表FWラルス・フェルトワイクである。

2019-2020シーズンに、オランダのスパルタ・ロッテルダムから鳴り物

⼊りで全北現代に⼊団したフェルトワイクだったが、負傷離脱などで

思ったような成果を挙げられず、イルチェンコに押し出される形で

⽔原FCにレンタル移籍した。

⽔原FCでは序盤こそ適応に苦しんだものの、徐々に調⼦を上げていき、

現在はKリーグ1でトップの13ゴール。7/25の蔚⼭現代戦では4ゴールを

挙げる活躍でチームの⼤勝に貢献。残留が第⼀⽬標だった⽔原FCだが、

今はACL圏内も⾒える順位5位につけている。

Kリーグ1、�半戦が再開�

2021/8/13 Kリーグ� ��ジャパン

中断期間を明けて絶好調の⽔原FCとは対照的に、同じ町

のライバルクラブ⽔原三星は、7/20の⽔原ダービーに

敗れてから3連敗中だ。

前半戦はユース出⾝の若⼿が活躍し、⾸位の蔚⼭現代に

次ぐ2位につけていた。しかし、守備の要ドニール・

ヘンリーがゴールドカップのカナダ代表に選ばれて離脱

すると、守備の統率が上⼿くいかず3試合で7失点。

そんな⽔原三星の希望の星は、4年ぶりにドイツから

戻ったクォン・チャンフンだろう。彼の豊富な経験と

実証済みの実⼒が若い⽔原三星を再起させられるのか、

⼤きな期待がかかる。

昇格クラブの⽔原FCが絶好調

⽔原FCとは対照的に…

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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