
８月２２日（水）第８日目 雨のちくもり

時間 場所 内 容

7:30

9：50

11：00

14：00

ホテル

学校
Grundeー
schule
（小学校）

IKEA

VfB03
Hilden

ホームステイ3日目 そしてドイツ遠征も、もう終盤、今日一日を過ごせば明日はもう飛行
機に乗って帰国の途につかなければならない。あっという間だったな・・・。

今日を満喫しないと・・・・選手たちもホームステイ先で楽しんでるかな？？

っということで、俺は朝からユア氏に呼ばれ、ユア氏のところへお世話になっている龍司と
周土とともに朝ごはんを食べに行くことになった。

ホテルを出て向かったのは、ユア氏の仕事
先、小学校だ。 ここでユアは先生をやっ
ている。

龍司と周土はもう来ていた。

教室をのぞくと授業をしている・・・ちょっと
のぞいてみようか・・・・とドアを開けると

先生の制止をよそに、俺のカメラめがけて
みんな集合！ 写真を撮った。

みんないい笑顔だ！ ね！

学校の授業をやらなくていいの
か？・・・はあまり深く考えずに、ユア氏
と龍司、周土、そして俺と4人で
《IKEA》へ朝食を食べに向かった。

《IKEA》は日本で言えばホームセン
ターのような店ですが、とにかくでか
くて品物もいっぱいある・・・・何から何ま
でも。

それで朝ごはんもある。これがまたお
いしい・・・ということだ。

IK
E

A

探
検
！
！

ホテルに戻り午後からの試合に備え一休み・・・そして再びVfB03Hildenのグランドに向かっ
た。 今日は2試合予定されている。 まず1試合目はユア氏のチームB1とだ。

残念ながら朝食の画像がない！

選手たちも今日が
後だということで張
り切ってます！！

みんなグランドにい
つもより早く出て、み
んなでボールを蹴っ
ていましたよ。

やっぱりこいつら、パ
ワーあるなー！！



時間 場所 内 容

14：00 VfB03
Hilden fortuna98   vs VfB03Hilden（B1）

０ － １
０ － １

０ ２

【得点経過】 20min：VfB03 43min：VfB03

《前半》
芦沢 篠原 鷹野

福山

上田（小倉） 周土

武藤（赤澤）小俣 河崎 松本

仙洞田

《前半》
芦沢 篠原 鷹野

福山

上田（小倉） 周土

武藤（赤澤）小俣 河崎 松本

仙洞田

《後半》
川口 進藤 樋川

小林

中込 中島

中安 冨安 河崎 渡辺

仙洞田

《後半》
川口 進藤 樋川

小林

中込 中島

中安 冨安 河崎 渡辺

仙洞田

VFB03HildenB1、ユア氏のチーム、これまでのドイツ遠征でも目標にしているチームだ。ここ数年力をつけ
ているチーム、なかなか勝てない・・・。一つ上のチームとは言え、目標にしているチームだけに勝ちたい・・・
いつも勝ちたいっと思ってる。

今回は昨日ポカール（カップ戦）を戦っているので、レギュラー組みを除く選手たちとの対戦だ。

ホームステイ先の選手たちも居るので、試合前のセレモニーでも和気藹々の雰囲気の中キックオフ！ 試
合が始まるとさっきの雰囲気は・・・どこへ！？すごい本気モードだ！ うれしい。

手を抜かずやってくれるところが・・・・ユア氏に感謝・・・そしてVfBの選手たちにも。

スタートから、ｆのサッカーは出来ず、ボールも人も動きが悪くなかなかリズムが悪い・・・・そしてボールを奪
われるタイミングが悪く、攻撃から守備への切り替えが遅い選手のところをつかれ失点を重ねた。 ０－２
で完敗だった。 このハイプレッシャーの中でもきっちりビルトアップが出来ないとだめだし、守備から攻撃
へ移り相手ゴールへ向かうところまでの質の向上が課題が今後の課題だ。 奪ったボールを、すぐ奪い返
されるようなことをやっていたら・・・・どこにも勝てないだろう・・・。



時間 場所 内 容

ラグビーのオールブラックスのような威圧
感がある黒のユニフォーム！！

Familie Kauffeld mit Kawasaki Familie Urbas mit Nakajima Familie Cavder mit Watanabe

Familie Flakowski mit Takano, 
Ogura, Tomiyasu, Hirose, Hikawa.

Familie Metfert mit Shinohara,  
Fukuyama。

Familie Girsch mit Dobashi, 
Nakayasu.

Familie Rahn mit Akazawa, 
Shindo.

Familie Jur mit Kobayashi, 
Shuto.

Familie Bell  mit Matsumoto, 
Kawaguchi

26人の選手たちの受け入れ
を4日間ありがとうございま
した。

おかげさまで選手たちはす
ごく良い体験を持つことが
できました。 皆様と努力し
たものが今後必ず活かせる
時がやってくると思っていま
す。

この他に、Ｂｅｌｌさんのいとこさんの
ファミリーに創と上田が・・・。

Ｗｉｌｄさんのファミリーに仙洞田、伴野、
中込、武藤がお世話になりました。

写真が無くてすいません・・・。



Cavder 家の自宅エントランス。

真正面が彼の家です。のどかなところだね。

Cavder家の3人の息子 お兄ちゃんがB1に所属

長男 勉強しろ！ っといっても結局ゲームに夢中！

万国共通だね。子どもたちの興味は。

下の弟二人が通っている学校へ･･･進入。

教室の風景、 日本とはちょっと違うよね。



Girsch家の自宅と庭です。 お父さんは庭に愛犬の
お家を修正中！

食事の様子。 ドイツの人たちは 部屋内装はもちろん改築、模様替え、をほ
とんど自分でやります。 そして家具等にはすごく各家庭にこだわりがあり、
オリジナリティがあります。

中安が寝泊りした部屋 奥が土橋かな？ 学校の教室風景 みんな授業はしっかり聞いてましたよ。そして
すごくにぎやかでした・・・。

今回、記念のTシャツを作
成して持って行き、ホーム
ステイ先の家族に渡しま
した。黄色のエフのTシャ
ツがドイツでもふえると
いいな～。



時間 場所 内 容

19：00 Lichlaht fortuna98   vs Tuspo Richlaht（B1）

３ － ０
２ － ２

５ ２

【得点経過】 37min：篠原 39min：篠原 42min：篠原
50min：小倉 62min：Tuspo 72min：進藤 78min：Tuspo

《後半》
芦沢 川口（進藤） 鷹野

小林（周土）

上田 小倉（中島）

武藤 中安 土橋 渡辺

仙洞田

《後半》
芦沢 川口（進藤） 鷹野

小林（周土）

上田 小倉（中島）

武藤 中安 土橋 渡辺

仙洞田

《前半》
長田 篠原 樋川

福山

小俣 中込

広瀬 冨安 河崎 松本

伴野

《前半》
長田 篠原 樋川

福山

小俣 中込

広瀬 冨安 河崎 松本

伴野

今遠征、 終戦だ。

その 後の会場は見ての通
り土だ。こっちの土は〝アッ
シェ〟といって灰の混じった
赤土だ。

グランドに行くと線が引いて
ない・・・。「どうするんだ・・・」
と言ったら「マーカー置く」
と返ってきた。〝なめてる〟
アジアのどこから来たチー
ムだか知らんがどうでもい
い・・・状態。 ちょっとカチン
ときた。 ユア氏は今遠征で
一番強いんではないかと
言っていたが、なめられて
はいけないとスタートから選
手たちにハッパをかけた。

前半から相手を圧倒し、3－0
でハーフタイム。 なにやら
向こうベンチでは大きな声
で怒鳴っている。 後半も面
白くなるぞ！？ と送り出
した。後半も先制したのはｆ、

しかし途中から出てきた選
手のポテンシャルが高い。2
点やられた。

それでも、ｆの攻撃はボールも人も動き、止まらなかった。 追加点を奪い 後までしっかり戦えた。 途中雨も降り、グラ
ンドもぬかるんできて、洗濯が心配だったけど、今遠征の 後を良い形で締めくくることができた。



今日の日記と感想 ８月２２日（水）

【川口 滉二】 1992／5／20生まれ今日はホームステイ 後の日でした。 僕はこのホームステイ
を通していろいろなことを学びました。 その中でも、マーフィ
ン家の温かさを感じ、言葉が伝わらなくても心が通じ合えたよ
うな気がします。
三日間とても楽しく過ごせたし、ドイツの文化、一日の生活など
を経験できたし、たくさんの コミュニケーションが取れました。
第１試合では、ドリブルが多く、ボールがあまりまわっていな
かった。それを試合中にも修正ができず、失点された。 後半
は、相手のプレッシャーも早く、玉ぎわが強くいけずに相手
ボールになることが多かった。今回の遠征でドイツ人の特徴がわかった。 ただ勝ちきれる試
合を落としてしまったと思う。だからいつもハードワークをして、考えてサッカーをするよう
にしたい。 そして高円宮杯ではハードワークをして内容の濃
い試合で点を取り、結果をだしたい。

【篠原 研吾】 1992／8／3生まれ

今日は8時に起きるはずだったけど、結局起きたのは10時でした。夜、カ

ズ（福山）とずーっと一緒にしゃべっていたから寝るのが遅く、朝起きら

れませんでした。

アレックスが1時ごろバイクの練習から帰ってきて、ご飯を食べたけど、

その時のスープがめちゃめちゃおいしかった。 それから街へ服を買い

に行った。

街では〝チュース〟〝ハロー〟〝ダンケ〟をいっぱい言った。

サッカーでは、なかなかうまく行かないことが多い。 でもできる限り

モチベーションを高くして行こうと自分なりにしている。


