
８月１８日（土）第４日目 晴れ

時間 場所 内 容

７：００

１２：１５

１２：４５

ホテル

ホテル

出発

Baumberg

一昨日、昨日と観光買い物に出かけ、あわただしかった朝が続いたが、今日はゆっくり
だ。午前中は自由時間とした。 それぞれ思いのまま、ホテルを中心に活動をしていた
ようだ。 街中へ買い物に行った選手が多かったのかな・・・・。

で、私はまたまたみんなのたまった洗濯物を持ってコインランドリーに行った。

今日のお供は、松本と周土だ。 たくさんの洗濯物を持って出発！！

洗濯の待ち時間も携帯か！！ この遠征中み
んなのはまっていたものは、

『チャリ走』 自転車で走るゲームだ！

実は俺もはまった！！ なかなか上手に障害
を越えることができない！！

500m進むのにちょっと時間がかかった。 評
価がいつも〝自転車はチャリと読む〟だった。

今
回
の
使
用
車
を
紹
介
・
・
。

フォルクスワーゲン Polo 5人乗り

今年も大活躍しました。

洗濯・・・・コインランドリーへ

試合会場へ・・・・

荷物の運搬・・・・・選手たちの輸送・・・。

日本の車も良いけどドイツ車もGood。

みんながあこがれるのは無理も無い
かな・・・・。

ベンツの大型バスが欲しいなーー。

洗濯物といえば、ちょっと一言

今回ユニフォームは全てヒルデンの世話役
のお母さんがやってくれた。

一枚一枚しっかりたたんでカゴに整理して
持ってきてくれて・・・・本当に感謝感謝です。

ありがとうございました。 Danke！！

Danke！

これから遠征2試合目の会場へ出発。

予定よりちょっと遅れて会場に到着

急いで着替えてウォーミングアップだ。

2試合目を前にまずスタメンでミーティング

さぁー今日も暴れるぞー！！



時間 場所 内 容

１３：００ Baumberg fortuna98   vs SF.Baumberg（B2）

《後半》

武藤 進藤 樋川

福山

広瀬 中島

中安 小俣 赤澤 渡辺

仙洞田

《後半》

武藤 進藤 樋川

福山

広瀬 中島

中安 小俣 赤澤 渡辺

仙洞田

《前半》

芦沢 篠原 川口（鷹野）

小林

周土 小倉（中込）

上田 冨安 河崎 松本

伴野

《前半》

芦沢 篠原 川口（鷹野）

小林

周土 小倉（中込）

上田 冨安 河崎 松本

伴野

４ － ０
２ － ０６ ０

【得点経過】 4min：小倉 31min：小林 35min：芦沢 39min：篠原

70min：土橋 77min：広瀬

今日の相手は数年続けている中で始めて対戦するチームだ。楽しみにしていた・・・・が
ちょっと拍子抜けした。 B2ということで、同じ歳の選手たちではあるが・・・・・力はｆの方
が数段上だった。

選手たちにドイツ人のすごさ、力強さ、サッカーに対する取り組み方を・・・・体感させよう
と願っている俺にとっては、ちょっと残念だった。

結果は前半からリズムをつかんだｆが得点を重ね、６－０で勝利した。これで2勝目！！

1試合目は【B1】・・・・ 2試合目は【B2】・・・・といったいB1とかB2
とか、なんだろね？ と感じている皆様にお答えして。

ドイツは、7歳から18歳までの間、2歳ごとのカテゴリーに分か
れています。

A（18、17歳） B（16，15歳） C（14，13歳） D（12，11歳）
E（10，9歳） F（8，7歳）

そしてB1・・・２という数字は簡単に言えば、Aチーム、Bチームと
いうことですね・・・。 １（アイン）は、年上の選手が主力です。
２（ツバイ）は、年下の選手が大半です。 ですから、昨日の相
手は16歳が主力だったんですね。

ドイツでは力がある選手は、どんどん上のチームからオファー
がかかります。行く行かないは選手次第ですが・・・。また力不足
の選手は、次年度戦力外通告されることはしばしばあります。

厳しいですね。

ド
イ
ツ
の
育
成
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て



時間 場所 内 容

１５：２０

１６：３０

ホテル

VfB０３
ヒルデン

試合後、車でまたまたホテルへ帰ります。

選手26人の移動には、いつもヒルデンの
チームの監督ユアー氏と保護者の方々が
車を出してくれ、分乗し移動をしました。

もちろん私の愛車Poloにもしっかりのりま
したよ。

ヒルデンの関係者の方々には本当にお世
話になりっぱなしです。

ありがとうございました。

恒例のバーベキューが始まった。

ドーンとお肉とソーセージ

フォークとナイフの使い方、大丈夫？ 研吾！？ 美味しいかい？

たくさんあるぞ･････いっぱい食べろよ！

翼と周土がはさんでいるのは誰だ？

Was mochtest do trinken?   Cola, Fanta,  oder Bier?

(Ja, ich nahme ein Pilz und Alt Bier.) 

Ja,gut.  Zwei Bier bitte!   

(Danke!   Ich will  bald wieder hier kommen.)

彼女は、ユアー氏の奥さんです。 毎回ドリンク担当をして
くれて････優しい奥さんお母さんです。



時間 場所 内 容

ま
だ
ま
だ･･･

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
は
続
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・
・
・
。

デュッセルドルフ空港
へ迎えに来てくれた3
人。

右から、ユア氏、皆川の
同僚、ミヒャエルのお
父さん・・・Wildさん。

仙洞田、伴野、中込、武
藤4人のホームステイ
先のお父さんだよ。

これがソーセージと肉・・

ビールとマッチし美味しい。
ミスタートラブルメーカー

ホストチームの選手たち
と交流・・・・

ホームステイも間近です。しっ

かり交流して・・・さて英語、

ドイツ語、ボディランゲー

ジ！？



今日の日記と感想 ８月１８日（土）

【鷹野 翔】 1992／9／4生まれ

朝7時に起床、すぐ朝食を食べに行った。朝食はいつもと変わらず・・・すこし飽きてきた。

食べた後部屋に戻り、また1時間くらい寝て10時くらいにヒルデンのグランドのすぐ近くの

小さいサッカーショップへ行った。 そこでバイエルンミュンヘンの長袖を買った。しかも店

長が65ユーロから55ユーロまで値引きしてくれたのでとてもうれしかった。

みんなそこでいろいろ買っていた。 あとびっくりしたのが自分と同じスパイクが200ユー

ロ（日本円で30,000円から35,000円）で売っていたことだ。

ホテルに戻り少し休んだところで、試合の準備をしてまた寝た。

11時30分ごろユアーさんの車に乗って、試合会場に行った。 そのユアーさんの車の中の

音楽のボリュームが激しすぎた。

試合は６－０で勝った。その後シャワーを浴びてヒルデンのグランドに戻り、バーベキューを

した。 肉やウインナーがすごく美味しかった。 あとそこのチームの人たちとも、たくさ

ん会話をして交流ができてよかった。

＜今日を振りかえって＞

コミュニケーションは、バーベキュー時にバリバリできた。 英語はもう少ししゃべれるよう

にして、少しドイツ語も覚えるようにしていきたい。 そしてもっともっとドイツの人たちとコ

ミュニケーションをとりたい。

サッカーの試合ではもっと前にチャレンジしていくことを意識しながらドリブル突破してい

きたい。明日はもっとドリブルで味方を活かし自分を活かしていきたい。

【小林 龍司】 1992／9／7生まれ

AM7時に起床、起きてすぐ朝ごはんに行きました。今日の午前中

は自由時間だったので、みんなはグランドの近くのサッカーショッ

プに行っていたけど、僕は少し疲れ気味だったので部屋で音楽を

聴きながら寝ていました。その後翔が帰ってきて、買ってきたユニ

フォームを見て、僕も行けばよかったと思いました。

午後は地元の人の車に乗せてもらって、試合に行きました。試合は

アップの時には、相手が大きくて少しびびってたけど、結果は6－0

で勝った。僕も1点取れてよかった。 ビルトアップの時になかなか

うまく絡むことができなかった。ポジション取りを工夫したい。

その後ヒルデンのグランドでヒルデン03の人たちとバーベキュー

をした。郁哉に変な写真を撮られて困った。

バーベキューの時にうまく英語が使えたけど、相手の言っている

ことが良く理解できなかった。

そしてドイツ人の前でリフティングの技をやったら驚いていた。
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