
８月１１日（月）第７日目 くもり時々晴れ

時間 場所 内 容

6：30

7:00

8:30

8：52発

ホテル

ホテル
出発

HildenHbf

観光・買い物だから普段着でいいよって言っても、

今年の選手たちは、ジャージなんだよね。 楽な
のかな・・・・。わかりやすくていいけど。

電車の切符を買う券売機です。

その横で後藤がいじっている機械は、ドイツで
は重要です。 買った切符を入れると今日の
日をスタンプしてくれる機械なんですが、この
スタンプ作業をしておかないと、電車の中でコ
ントロールが来たときに、キセルと疑われるん
ですね。 ちなみに、ドイツでキセルで見つか
るととんでもないことになりますよ。

起床、玄関に集合・・・・・2人まだ来ない・・・・。 散歩に出掛けよう。

まだ朝が早いので人気がない通りを、１・２・３とかけ声をかけながら写真撮りながら、歩いた。

朝食 まだ2人来ていない・・・・・隆起と洋平だ。

みんなが朝食が終わる頃、やってきた・・・・・。
ほら、腕立てずーっとやってろ!!

やばい。マジでやばい・・・ほん
とおきれんかったよな・・・洋

平？

目覚まし鳴っ
た？

気がつかんかっ
たな？ あーへ
たこいたー

今日のサッ
カーの試合時
に飲むための
水を購入。

＊朝食後、各部屋を探検・・・・。
写真左 中国と大和の部屋

写真右 新と末木の部屋

中央 真壁のベット・・・・・

どこも足の踏み場もなかっ
た！！

部屋を回ると、数十分後には、出かけるというのに、ベットに横になっている選手が多かった。寝坊で朝遅れる
選手も目立つ・・・・。やはりみんな疲れているんだなーと実感。疲れもピークかな・・。でも今日はこれからケル
ンへ観光です。そして夕方は試合・・・・毎日スケジュールが詰まり大変なことは分かっているけど、そこは心を
鬼にして頑張れと言い続けよう。



時間 場所 内 容

9：20着 Koeln
Hbf ケルン中央駅に到着。

この駅は大きい。 ホームもドーム式
になっていて雰囲気が良い。 駅舎を
でると目の前に大きな大きなドームが
目に入ってくる。

みんな、声を大にして、 〝すげー〟と
カメラ片手に大歓声だ！

ドーム内を見学した後、恒例の頂上ま
での階段上り・・・・。今年は私も上った。

初はらせん階段・・これが結構きつ
い。

頂上付近の階段は、ちょっと怖い・・・・。

だって、外が丸見
えで、なおかつ階
段のふみ板が編
み状になっていて
下が見える。

頂上の展望台で１・２・３・・・・。



時間 場所 内 容

10：30 ケルン
ドーム前

早速、通りでこの3人に会った。

I ❤ Koeln のバック、お揃いでか

わいいね。

どっかの教会で落書きがあり、それが問題になったニュースがもう2年もたつだろうか？

ここケルンドームの頂上展望台も、落書きがすごい。 日本語でもあったよ。

もっと昔からの遺産を大切にしよう！

今年は私も上に登ったことを証明する写真がありました。良かった・・・・・。外の景色も取っ
ておきました。 ライン河も見えますね。

頂上から下山後、円陣組んでミーティング

集合は駅前に14：30だよ。 4時間の自由

行動だ。さぁーみんなどんな行動するかな。

次に会ったのは、五味が仕切るグ
ループ5人・・。 内田君、早くお土産

買わないと・・・。

ケルンドーム近くにあるケルンを代表するビール
「Koelsch」を飲ませてくれる≪frueh≫

口当たりが良く、のどごしが優しいビールです。ケ
ルンに行ったら必ず立ち寄って見てね。

このおじさんがケルナー （ウエ
イターさん）

ドイツではケルナーさんがテーブルごとに決まっ
ていて、一度つくと追加で注文するときも彼に、
後に会計をし、お金を払うのも彼にするんですよ。
チップを忘れずにね・・・。



時間 場所 内 容

14：15

14：52

15：30

KoelnHbf

KoelnHbf
発

ヒルデン着

4時間の自由時間、相当選手たちは動いた、

歩いた・・・ようです。 電車に乗るなりすぐ寝
てしまいました。

さすがキャプテン窪川だけは、電車を乗り過
ごさないように、緊張してます。

それにしても小野の夢が正夢になろうとは!

4時間が過ぎ、集合の時間を迎える。

ひとり・・またひとりと集まってきた。
そして何買ったの? って比べっこ。

駅前ど真
ん中にどっ
こいしょっ
と座る。

高円宮杯、Uス
ポーツとやって
ハットトリックし
たいなー!?

眠いっ
す・・。

無理無
理！

俺がとるか
ら・・

グッグ
グ・・スー
スー

おまけ・・・・in Koeln ビール、ステンドグラス、街並み・・・・・etc

内田、まぶ
たが下がっ
てきてる
よ・・。



時間 場所 内 容

18:30 Baumberg

０ － ４
３ － １３ ５

【得点経過】 10min：Baumberg 20min：Baumberg 30min：Baumberg 38min：Baumberg
45min：河野 50min：Baumberg 58min：西室 78min：小野

《後半》
丹沢 小野 河野(渡章)

五味 岩瀬(大野)

西室

中楯(高島) 窪川 浅倉 真壁

功刀

《前半》
杉本 芦沢 瀬田

後藤 中国

柿沼(内田）

末木 渡恭 新(森恭）水上

山下

【戦評】 今日の相手は、SVBaumberg、手強い相手のようだ・・・（Jur曰く・・・）。ホテルか
ら試合会場まで行く迎えの車の手配が、うまくいっていず、まずホテル前で1時間近く待た
され、ようやく来たと思ったら、普通の乗用車が2台、私のを入れて3台・・・12人しか連れて

行けない・・・。結局ピストンしなければならないということで、私がベンチに入った時はすで
に試合は前半の半分が過ぎていた。 それまでJurがチームの指揮をとっていてくれた。そ
の甲斐もなくすでに2点取られていた。 相手のツートップ2選手、なかなかのテクニシャン
でかつスピードもあり、あれよあれよとまた1点そのツートップがとり0－3、結局もう1点追加
され0－4で折り返した。メンバーを総入れ替えした後半、ボールがやっとｆのリズムで回る
ようになり、後半1点をとった。リズムは完全にｆ、ポゼッションもOK、しかしシュートが下手!!
（大問題だ） 追加点が奪えず逆にDFのミスから失点、持ちこたえられないｆを露呈した。結
局その後2点を追加し、3－5で負け、通算成績を1勝3敗とした。選手たち・・・・お疲れ様。

ｆortuna98 vs Baumberg B１

ウナギの寝床状
態のシャワー
ルーム・・・でも
いいね。こんな
雰囲気が・・。

Baumbergのクラブハ
ウス前にあったテン
トと売店コテージ（車
でけん引できる） こ
の2種類輸入したい
んだよね。どのくらい
かかるんだろう？？

今日Koelnで飲
んだビールの

看板が
ここにも・・・。

またのみたく
なってきた・・・。



時間 場所 内 容

21：00

21：30

23：30

Baumberg

レストラン

ホテル

Baumbergからホテルに戻るのにやはり
車が足りずに、今度はJurがピストンして
くれるって、で取り残された選手たち。
でもタダでは待っていない。 何をしてい
るかと寄ってみると、なんとドイツ語の勉
強だ！ その中心になっているのが水上
君・・・今回、暇さえあればドイツ語の本
読んでいましたね…感心感心。

水上は、ホームステイ
先にもドイツ語で手紙
を書いて、それをよん
でお父さんに伝えたん
だよね。
がんばりました。

夕食、今日のメニューは？？

半端でない量のサラダと、マカロニヌード
ルのシャンピニオンのミートソース・・・・そ
してデザートのケーキ？アイス？

誰だ!? すでに
トマトを端っこに
よしているの

は？？

どこの相撲部屋のお相撲さんがドイツまで来たの？
【さてここでクイズ①】 この人は誰？？ あー食った
食った、こんなにお腹がふくらんだ！と言って、お腹を
見せてくれたのは誰でしょう？
[ヒント] このページのどこかに本人はいます。

瀬田はおいしそうに食べてる・
けど、奥の渡恭は、すでにいっ
ぱいいっぱいのようだ！

今日はケルンまでの旅。観光と買い物・・・・・観光はもちろんケルンドーム。今年は選手と一緒に上まで登りました。
教会内のラセン階段は、登るときも辛いけど、結構下るときの方がつらい・・・。足が云うこときかず、自分の足で
ないようだ。あと2週間後にはS級の講義が始まるというのに・・・・・・気合いを入れて体力強化だ！ で、選手たち
は、とうとう愚痴が出ました。夕食・・・・マカロニヌードルの量に圧倒され、次から次に、食べれない・・・・・とか、味
に飽きた・・・・とか、みんな時間をかけてやっと食べ終わったという感じだった。 明日のメニューもすごいよ。
こんなことで驚くな！ っとちょっと脅かして今日は終わりました。

消灯 ゆっくり寝てください。 みんな夜中の24時には静かになっていました。

皆川さんの・・・・・気合い



今日の日記と感想 ８月１１日（月）

【杉本 烈】 1993／06／12生まれ

朝は6時半に起きて着替えて、7時半に朝食を食べた。そして9時に集合して

ケルンに出発した。 ケルンに着いたら、ケルン大聖堂の前で立っている人

たち（路上パフォーマーです）にお金をあげて一緒に写真を撮った。大聖堂

の中へ入って壁の絵を見たらきれいだった（ステンドグラスです）。階段をの

ぼって上に行ったら、階段が多すぎてちょっと疲れた。高いところからの景

色は怖かった。でも見ているうちにだんだん慣れてきた。 そして下りている

時は、もっと怖かった。 僕は、サッカーショップでお父さんへのお土産を

買った。お母さんにも買った。 ケルンでは高い塔みたいなのが印象に残っ

ている。ショッピングの時間は、失敗もあったけど楽しく過ごせた。

ケルンでのお昼ご飯はピザハットに行った。いつもと違うところへチャレンジ

してみた。メニューがドイツ語で分からなかったから、英語のメニューをも

らった（英語でわかるのかな?? by shin）。お店の人とも、注文の時にいろ

いろ話をした。そのほかにも店がどこにあるか分からなかったので英語で聞

いた。 サッカーでは、 初みんなが来なくて焦った。 前半のメンバーでや

るとなった時は自分がリーダーシップをとらなきゃいけなかったのに、あまり

考えていなかった。でも後で考えてみると自分が声を出してやらなきゃだめ

だったなぁと思った。これからは、ゲームに出た時は声を出してプレーして行

く。

【長谷部 新】 1994／03／16生まれ

6時に起きて着替えなどをして、玄関に行って散歩した。7時半に朝食をし、8時半にケル

ンに出発した。 ケルンでは、サッカーショップ
やデパートに行った。あとケルン大聖堂に

行った。そこはとても高く大きい建物で、とて
も感動した。その中も静かで外からの光で

ステンドグラスが輝いていてとても良かった。展望台からの眺めもとても良く、果
てしなく

遠くまで見えて驚いた。しか
しあんなにすばらしい建物に落書きがあるのは残念だった

（同感・・・by shin) 昼食は今日はピザを食べた。注文するのに時間がかかったがしっか

りと食
べた。

ドイツ人とは店のある場所やトイレの場所を聞いたり、ピ
ザ屋でドイツ語のメニューがわ

からなかったので英語のメニューを出してもらったりした
。

サッカーでは、まだみんながグランドに着いていない時にチームをまとめなければいけ

ないのにまとめれなかった。 試合中もセンターバック同士でコミュニケーションが取れず

に、裏を足られ失点をしてしまった。もっと試合では声を出し、落
ち着いてプレーしたい。


