
８月１９日（日）第５日目 くもりのち夕立

時間 場所 内 容

７：００

７：１５

８：３０

ホテル

ホテル

ホテル

出発

起床 朝ホテル玄関前に集合。そろそろ緊
張感が無くなるころ・・・・・・・朝寝坊する選手も
ちらほら。

さぁー朝食だ！ 数年変わらないメニュー・・・・・・だけどパンはうまい

パンが入っている櫓

美味しいパンがいっ
ぱいだ！

パンに塗るジャム、
チョコ・・・・・・・・etc！ここにはハム、チー

ズ、サラダ、ヨーグル
ト・・・・etcなどがある。

ここのエリアにはウインナー、ス
クランブルエッグ、ベーコン
ミニハンバーグだ。

小俣はいつもマイペースで、たくさん
食べる。 観よこの食欲。がんばれ！

今日も午前中は時間がある。

そこでマラソンをやろうってみんなと相
談（!？）・・・・ 皆川の指示だろう！！

片道約６ｋｍ 30分前後のマラソンだ。

はーいみんな行くよー よーいドン

俺もけがをしていてプレーできずビデオ
撮りをしてくれていた長田創と一緒に
後尾を走った。



時間 場所 内 容

9:15 ベンラート
城

ゴレンジャー参上！

到着 やっと着いた！



時間 場所 内 容

11：00 VfB０３
ヒルデン

ベンラート城までの約6キロ 俺と創は39分かかった。もちろん 後尾だ・・・。しかし

ゴールとなるピンクのお城の前にとっくに着いているはずの選手たちがいない・・・。

どうしたんだろう・・・・・？と周辺を探した。 まさかみんな迷子に！！

するとお城の反対側にいた・・・・・ホッと胸をなでおろした・・・良かった。

みんなで集合写真を撮ったあと、お城から10分くらいでライン河に行けるはずだ。

またみんなと走った。

父なる川・・・ライン河

向こう岸まで100mは
あるね。

みんな、落ちるなよー

ライン河に向かって石投げゲー
ムスタート！

さぁ帰るぞー、このあとのタイムスケ
ジュールを打ち合わせし、一気にここ
で解散

あとはホテルへ向かって帰れー！！

ベンラート城からホテルに戻る道中、創と寄り道し
ながら歩かずにゆっくり走りながら帰りました。

帰りは1時間はかかっただろうか？ 疲れた。

ホテルに戻り、すぐ出かけた。 これからユアーの
チームの公式戦（2007－2008シーズンの開幕戦）
だ。その見学と応援をかねてみんなでプラッツへ
向かった。

相手チームは、ボルシアメンヘングラッドバッハB1 俺がドイツ留学し
ていた時のお世話になったチームだ。懐かしかった。 今ではユニ
フォームのメーカーも変わり、もちろんスタッフも変わっていた。変わら
ないのはユニフォームの色････チームカラーのみどりと黒、 あっ変
わらないのがもう一つ・・・・・・サッカーがうまくて強かった！！



時間 場所 内 容

13：00

14：30

16：10

16：45

１６：５０

レストラン
Mongolei

ホテル

ホテル
出発

UNTER-
BACH

ロッカー
ルーム

ヒルデンの街中にある中華料理のレストラン

バイキング形式

始めていったレストラン

選手たちには大喜びのメ
ニュー。

ユアー氏のお勧めで今回
昼食をこのレストランで食
べることになった。

バイキング形式で食べ物
も皆温かく、種類も豊富
でなかなかうまかったで
すよ。

食後ホテルに戻り、今日は夕方試合がある。そのために休憩だ。そして準備をした。

ホテル前で待っていると、ユアー氏がいつものBMWでやってきた。 そして何台
か車が我々を迎えに来てくれた･･････なんかいつもの人たちと違う！？

その答えは、相手チームの会場に行ってわかった。 どうやら相手チームのスタッフ
とご父兄が迎えに来てくれたようだ。 会場に着くと入り口の門のところに選手た
ちが迎えてくれた。

ロッカールームに案内され、キックオフ時間が迫っていたので、すぐ着替えさ
せた。そしてミーティング。 今日の相手は、昨日までと違うぞ！

ここからが君らの真価が問われる！ ハードワーク クリエイティブに！

誰のお尻
だー！？



時間 場所 内 容

１７：３０

fortuna98   vs SC.Unterbach（B１）

２ － １
０ － １２ ２

【得点経過】 9min：松本 12min：Unterbach 18min：周土 67min：Unterbach

《前半》
芦沢 進藤 篠原

福山

周土 上田

土橋 小俣 河崎 松本

仙洞田

《前半》
芦沢 進藤 篠原

福山

周土 上田

土橋 小俣 河崎 松本

仙洞田

《後半》
鷹野（武藤） 川口 樋川

小林

小倉（中島） 中込

広瀬 赤澤 冨安（中安）渡辺

伴野

《後半》
鷹野（武藤） 川口 樋川

小林

小倉（中島） 中込

広瀬 赤澤 冨安（中安）渡辺

伴野

試合はスタートから緊張感があった。 審判も相手チームが手配してくれ
たようだ。 空模様もなんか怪しく遠くの方では雷が聞こえる・・・・。

スタートからお互いに攻守が激しく切り替わる五分の展開・・・・・・こうでな
ければ面白くないよなーーーー！ これでドイツまできた甲斐がる・・・・、
昨日までの2試合でドイツサッカーをちょっと甘く感じてきていた選手た
ちには絶好の試合だ！

そんなプレッシャーのあるゲームの中でもｆの選手たちは、ボールと人が
動き、相手のプレシャーの的をずらしながら、徐々にチャンスを作っていっ
た。そして9分 CKから松本のシュートがネットに突き刺さり1－0、先制し
た。

しかしこれで崩れないのが今日のチームだ。 すぐさま反撃を受け、
12分相手のトップの選手に裏をつかれ同点に追いつかれた。

しかしｆも反撃、18分周土がクリーンシュート、再度勝ち越し点を奪った。

後半もｆも相手の選手も激しく攻守にわたりプレーし、見ていてもちょっと
わくわくするゲームが続いた。

そして65分 残念ながら相手の攻撃を抑えきれずに失点、同点にされた。

結局２－２の同点で試合終了。 勝にはならなかったが、内容の濃い試合
ができ良かった。

試合を観ていたユアー氏も、『gute Spiel!』 と言って褒めてくれた。



時間 場所 内 容

１７：３０

19:30

20:30 レストラン

突然の夕立･･･まるでスコール

だ！ 雷も激しく！！

★★キックオフ試合開始★★

ピカ！
ゴロゴロゴロ！

遠くで鳴っていた雷がだんだん近くに・・・・ドイツ人
は結構多くの人が雷を怖がる。 そして突然の雨
で試合一時中断・・・・ロッカールームへ一時避難し
た。

それにしても粒の大きな雨だった。

かなり痛く冷たかった。

ロッカールーム シャワールームのワンショット(~o~)

試合後、また試合相手のご父兄の皆様がホテルまで送って
くれた。 ありがとうございました。 また来年よろしく！

今夜のメニューは、ソーセージ2本、パス
タきのこ入り

研吾はこのメニューに大苦戦！！！！

今夜がこのレストランでの 後の食事。 今夜
は雨だったのでこの2階で食べた。

お世話になりました････また来年よろしく。



時間 場所 内 容

22:00 ホテル
いつものホテルの非常階段（室内）

ここがいつものミーティング場所だ。

一昨年からずーっとここでやっている。

今日の反省、明日の日程の確認をしっ
かりやり部屋に戻った。

今日の日記と感想 ８月１９日（日）

【上田 健太】1992/11/3生まれ
今日は、朝から走りました。先頭を走って
いたが、いつもどおり道を間違えてしまい、
みんなより遅く着いた。ピンクのお城がと
ても印象に残った。
そしてヒルデンの試合を見に行った。主審
がイケメンだった（笑）。ヒルデンのメン
バーは、バーベキューの時とは違い、顔つ
きが変わっていた。両チームともボディコ
ンタクトが上手だった。結果的にはヒルデ
ンは負けてしまったがみんな一生懸命
やっていた。
それから昼ごはん・・・・久しぶりに米を食べ
た。日本の米より美味しくなかったけど、
食べれて良かった。キムチがやたらと辛
かった。
試合では立ち上がりは判断が遅くて、
ボールを奪われてしまった。ダイレクトプ
レーでプレーをしようと思ったが、前にス
ペースがあるのに、ワンタッチパスをして
ミスってしまった。
ヘディングの時に手を使ってしまうので、
使わないで勝てるようにしたい。雨のせ
いでグランド状況が悪かったけどクリエイ
ティブにプレーできた。
明日からはホームステイなので、コミュニ
ケーションをいっぱい取りたいと思った。

【冨安 俊右】1992/10/18生まれ
今日は朝から走った。途中で道を間違えたか
らけっこう疲れた。ヒルデンの試合を見に行っ
た。皆川さんが言っていた通り、副審がいな
かった。ヒルデンは負けてしまったけどけっこ
う頑張っていた。今日は久しぶりに昼飯で米を
食べた。日本みたいに美味しくなかったが食
べられて良かった。
ホテルへ戻る途中にアイスクリームを買って
食べた。もうドイツでも買い物にも慣れてきた
ので簡単に買えるようになってきた。
試合ではカバーに入るのが遅れてしまい失点
してしまった。もっとコミュニケーションを取る
べきだった。あとびびらないで相手選手がで
かくても、ヘディングを競りに行ったりして失
点をしないようにしていきたい。
明日からはホームステイなので自己管理をし
ていきたい。

今日は朝からマラソンを
やり夕立の中でゲーム
もやり・・・・ちょっと疲れ
たかな！？ そろそろ5
日目疲れも出る時期だ
ね。

でもこの子らは全く・・疲
れを知らない。 パワー
爆裂だ！


