
８月１３日（木）第４日目 くもり時々晴れ

時間 場所 内 容

６：００

６：３0

７：００

７：４０

９：４５

ホテル

ホテル

車で出発

ホテルを出
発

今日はいつも朝食風で食べているものを紹介。

今日も洗濯に行くので、洗濯係とともに先に食事。

今日は朝、光に起こされた。 光は昨日、夕飯も食べずに夕方からずーっと寝ていた。見事
に１２時間ほど寝たことになる。 俺は頭がすっきりせず・・・まだ眠かったが、光に起こされ
た。 今日のスタート！！

今日はちょっとした事件が起こるよ!! 今では笑い話になりますが、結構ヤ

バかったことです。 ではお楽しみに。

洗濯に、いつものランドリーへ車で出発。

今日は４チームでちょっとした大会をやる。

参加チームは、 VictoriaKoelnB1 FortunaDdorf９５B1 ０３HidenB1 そして

フォルトゥナ９８の４チーム。 相手選手はほとんどが１７歳１６歳、我々より１歳、２歳上の選
手たちが相手だ。 でも内容に関しては、その年の差を割り引くことはしない。 このドイツ人
にどう立ち向かっていくか？ どう戦っていくか？ そしてチャレンジしていくか？ それが重
要だし、我々はそのためにここドイツへ来ているんだ！！

散歩・・・・・・・選手たちだけで、街を散策。

この洗濯の量。 すごいです。３０人分ありますから・・・。

洗濯機は６台がフル回転。 しめて２７EURです。

１台約４０分かかります。 車での往復の移動も計算すると
２時間弱の洗濯ツアーでした。

ホテルに戻ったのは、９時半。 すぐ出発となる。

今日はサッカーの試合だ。 やはり遠征の目的はサッカー!! サッカーしている時が一番楽
しい!!??

今日はHildenのもう一つのホームグランド。 日本的に言うと「ヒルデン市営総合公園グラン

ド」とでも言えば分かりやすいかな。 そこまで約走って２０分ほど・・・・・で走っていくことと
なった。

光のナイフ使いその
②

ドイツにもあった
ガチャガチャ



時間 場所 内 容

1０：３0 Baund
Busch

グランド

ｆortuna98 vs Vfb 03 Hilden U-1６

0 － 2
0 － 10 3

【得点経過】： １分Hilden. 11分Hilden, 23分Hilden

【戦評】 立ち上がりから、圧倒されたとはこのことかもしれない・・・・・。 開始1分DFのミスから点を取られると、もう雰囲
気に、相手に、呑まれ何もできない・・・。 Hidenの選手はよく動き、コンビネーションも非常に良い。 ｆのDFは、相手の

攻撃を受け止められず、絞り込めずに先手をとられ、そしてミスが生まれピンチを何度もまねいた。 そしてひどいのがク
ロスボールへの対応だ！ 大きい相手が怖いのか、ボールに向かえない、競れない・・・・2点目の失点も時間の問題

だった。 クロスボールを競れずに失点。 そして後半もスタート直後、やはりクロスボールに競れずに失点。 この課題
は大きい。 この遠征中になんとか解決する糸口をつかんでいきたい・・・・。選手たち次第だ。 勇気を出して一歩前に
出てボールに向かう強い気持ちを持ってほしい。 攻撃のほうは、何度か對馬のドリブルからチャンスを作るがシュート
がとにかくダメ!! ボールに力がなかったり、ゴールの枠を外れていたり、シュートする前に相手に触られたり・・・・決定
力・…これも大きい課題の一つだ。 シュート力、とにかくシュート練習しかない。 練習しよう。

そして何よりシュートに対しての相手守備のポジションが良かった。

チャレンジ＆カバーのカバーの選手の中間ポジションのさじ加減がうまく、

ことごとくシュートチャンスをつぶされていた。 学んでいこう！！

《前半》
對馬 込山

裕明 寄特 今村

早坂

上田 横森 小池 陽

石橋

《後半》
堀川 田中

（渡辺）
清水 高木 大地

玄樹

悠樹 一樹 中込 佳亮

丸山↓試合開始 Hildenのキックオフ

大会前のロッカールームで。

まずは着替えて気持ちの整理!?

ユアー氏から水と軽食が用意さ
れた。 ありがたい・・・。 →→

試合前のW-UP スタート前に円陣

試合前のセレモニー 試合のレフリー
は、Tobi がやってくれた。

11：00KO Vfb03Hilden vs fortuna98

12：00KO Victoria Koln vs Fortuna D９５

13：00KO fortuna98 vs Victoria Koln

14：00KO Vfb03Hilden vs Fortuna D95

15：00KO Victori Koln vs Vfb03Hilden

16：00KO Fortun D95 vs fortuna98



時間 場所 内 容

13：00

ｆortuna98 vs Victoria Koeln U-16

0 － 2
0 － 10 3

【得点経過】： 2分V Koln. 16分V Koln, 35分V Koln

【戦評】 またまた開始早々失点。 選手の集中を欠いたプレーにより、相手にボールを奪われ得点を許した。 立ち上
がりの時間帯はどの試合でも重要な時間帯である。 そこで2試合続けての失点・・・・。 まだまだ課題は多いが、試合

の入り方、リズムの読み方、試合運びの部分もこれから学習していかなければならないようだ！

この試合では、相手ゴールへ向かう場面も多く見られた。 その中で決定的な場面もあった。 13分、17分、22分とチャ
ンスがあったが、ラストボールに対しコントロールミスでチャンスを失う（13分）、 ラストボールの質でシュートを打たせら
れない（17分）・・・・そしてドリブルで3人を抜き去りGKと1対1でシュートを枠外に外す（22分）と、テクニックミスが相次ぎ

またもや得点ゼロで試合は終わった。

後半は、特にｆのペースで試合は運び、相手ゴール前に何度となく向かったが相変わらずのシュートミス等でチャンスを
生かせない。 しかし相手のVkolnは、後半シュートが1本であったが、その1本を生かし得点を決めた。 勝敗を大きく左

右する決定力。 大きな課題だ。 しかし、ドイツ人はシュートがうまい。 この差は何なのか？ やはり文化なのか・・・・・。

ちょっと私なりに考えるところを紹介する。 日本人は、シュートまでに行く過程をステータスだと感じる選手が多い・・・。
股を抜くこととか、スルーパスを通すこととか、崩しの質とか・・・・。 だから結構良い選手はMFにポジションとるよね。
ドイツ人は、シュートを決める選手が一番なんだよ! 一番うまい選手はCFになることが多いんだよね。

そしてシュートの感覚が小さいときから、ブンデスリーグを見ては育ち、 そしてイメージを持ってシュートを打つことが体
に染みついてる・…もちろんトレーニングのたまものなのは当たり前のことだが。

《前半》
小俣 石原
（込山）

小沢 陶山 渡辺

早坂

中込 小池 佐藤 柿沼

佐藤

《後半》
小俣 大地

（渡辺）
清水 對馬 鷹野

佳亮（悠樹）

玄樹 寄特 横森 渡辺

佐藤

← ｆの攻撃を防ぐVkoln

決定力不足はこの試合も大きな課
題となった。

２ 試合目

試合前のセレモニー 試合のレフリー
は、Tobi がやってくれた。

試合後 軽食タイム

パン、果物、ヨーグルト・・・な
どをほうばる選手たち。

おりの中へ入って食べている
のは誰だ！？？？？

これぞビール腹！！良く育ってる！！

相手チームの監督



時間 場所 内 容

14：00

15：40

ｆortuna98 vs Fortuna D’ dorf９５ U-16

0 － ５
0 － ２

0 ７

【得点経過】： 2分F95. 5分F95, 10分F95、 11分F95、 18分F９５
24分F95、 28分F95

【戦評】 またまたスタートから圧倒された!! 開始早々2分、ｆDFラインでのビルドアップの選手たちの技術の甘さ、準備の
遅れで・・・というよりF95FWのプレッシャーの速さで何もできなかったというのが正直なところ・・・0-1。 そして5分、今度
は問題のクロスボール、CKからヘディングシュートでやられる。 高さで負けるのは仕方がない・・・でも競れない、ボール
に行けない。体すら寄せられない…というのが大問題だ。 日本からこの課題をここドイツに持ってきた。そしてここで克服
するきっかけをつかもうと・・・・でも競れない、ボールに行けない 悪だ。 その後もリズムは完全にF95。 早いプレッ
シャーの中、止める蹴るが全くできず、判断もできないので、ボールを失う場面ばかりで、前半20分間サッカーをさせても

らえなかった。

今日本で選手たちに求めていることは、Res Time！ Res Space！の中で、いかに判断し、ゴールへ向かいシュートに

結び付けていくか、その中で技術もしっかり伴っていくことも大切である。 その質を高めていくために、このチームは絶好
の相手である。こんな相手と毎週試合ができれば、どんなにチームの質は上がっていくだろうか？？

後半、今度はゴール前のこぼれ球への対応が遅く、そして球際に体が寄せられずゴールを続けて許した。 結局、０－７
の大差で負けた。 ドイツU-16代表の選手も在籍し、チームはブンデスリーグのU-16リーグに所属し戦っている。もう選手
たちはプロ予備軍である。 試合前のサッカー（ゲーム）への取り組む姿勢、プレーの質の高さ、Off時の姿勢の良さ意識

の高さに、つくづく日本の選手との差を感じた。

でも良い試合経験が今日はできた。3試合で1点も取れなかったけど、課題が明確になり、これからやらなければならない
ことがはっきりしてきた。 選手たちもよーく分かったろうと思う。 “日本はドイツとは違う“ なんていう選手はもういないは

ずだ。 選手全員が、前を向いてチャレンジしていかなければ・・・と感じてくれたと思う。

《前半》
込山 對馬

裕明 早坂 田中

佳亮

上田 寄特 横森 玄樹

石橋

《後半》
込山 堀川

今村 高木 裕明

早坂

上田 寄特 横森 渡辺

丸山

３ 試合目

試合前のセレモニー

試合のレフリーは、またまたTobiが
やってくれた。

VFB03Hilden vs Fortuna95 の試合

ゴール前の攻防 激しい!!

すごい試合になるから良く見ろ！！と選手たちにピッチの際
に座らせたが、ご覧のとおり・・・・・・ピッチ上に目線が言って
いる人は少ない・・・。ダメだこりゃ！！



時間 場所 内 容

16：20

16：50

17：30

1８：15

１９：３５

Baund 
Busch

ロッカー
ルーム

ホテル

試合後、ロッカールームでシャワーに入り、

身支度をそろえて、ホテルに戻る準備だ。

試合後にシャワーを浴びる習慣もなかなか

良いものでしょ！？ だからプラッツにも

シャワー室があるんだよ。残念ながら2か所

しかないけど・・・でも、これを機に利用してね。

この会場へ来たと同じように、走ってホテルに
戻った。 このあとHildenのクラブハウス前で恒

例のバーベキューが開かれる。 早くホテルに
戻って、 サッカー場まで早く行くように指示し、
みんなを見送った。

まずは俺の車に小池を乗せ、早坂にホテルに待機させ、携帯電話を持たせ、何かあったら・・・堀川が帰って
きたら俺の携帯へ電話を・・・と確認し、俺は今日の試合会場へ向かった。 どうもホテルから、一緒に当地へ
向かってきた選手がいない・・・ということだったので、もしかしたら会場を間違えて街中へ出て行ってるかもし
れない・・・・もしかしたら試合会場へ再び向かったかも・・・・ということでまずは今日の試合会場へ向かうこと
にした。 それから３・４回往復したかな・・・・・横道に入った恐れもあるので、枝道も見ながら探し回ったが見
つからない。 早坂からは電話もない。 ホテルにはまだ戻ってないようだ。 バーべキュー会場にいた選手た
ちも２人一組になってホテル付近を捜しまわってくれた。 もう一度試合会場へ行った。 そして小池にホテル
に戻った道を、走りながら探してみて・・・と、小池は車から降り、自分がさっき帰った道を走りだした。 もう時
刻は７時半を回った。 このまま見つからなかったらどうしよう！ といやな予感が頭の中を右往左往してき
た・・・・・・矢先携帯のベルが鳴った。 ホテルにいる早坂からだった。 「堀川が戻ってきました！」 「本
当！ 元気か！ 大丈夫？」 と問うと、「大丈夫みたいです。 道に迷ったみたいです。」 一気に肩の荷が下
りた。 すーっと涙が出てきた。良かった・・・・・。 無事で何よりだった。 さてホテルへ戻ろう。 早坂と堀川と
探してくれた選手たちを急いでバーベキュー会場に戻らせて、車をホテルに付けた。 そして小池の帰ってくる
のを待った。 ・・・・・何分待っても小池が帰ってこない。 ありゃ!! 今度は小池が道に迷ったか？ と街中

へ行ってみた。 街の中は人がいっぱいだった。 こりゃわからんな！ と思いながら来そうな道の遠くの方を
見ていると、横道から黒いｆのジャージが出てきてそのまま本道を横切りそうだった。 俺は思わず「KOIKE、
KOIKE」と大きな声で叫んだ。 幸運なことにその声がｆのジャージに届いた。 方向を変えこっちへ向かってく

る・・・小池だ。良かった。 近くまで来たその顔は、完全に疲れきっていた。 「どうした？」 と聞くと、 「道に
迷いました！」 とぼそっと答えた。

堀川潤一郎 大捜索本部設立 １８：３０ 車での捜索が始まった！！

あっ 堀川がい

ない！！

そしてみんなが出発したことを確認
し俺も光と車でホテルへ戻り、そし
て歩いてサッカー場へ向かった。

ホテルから会場までは歩いて約10分くらい。そ
の途中に、Tobiの父さんが経営しているスポー

ツショップがある。そこで選手たちは道草・・・。

みんななにやらゲームシャツなどを格安でゲット
していた。

そして、プラッツに移動し、バーベキューの準備。

そしてスタート時間 いよいよバーベキューの始まり
だ！ と一応全員居るか！と数を数えた・・。

何回数えても１人足りない・・・・。

「おーい、自分の部屋のパートナーいるか確認し
ろ！」 すると今村が、

えっ 部屋で寝

てるんじゃねー

か！？今村、部屋見て

こい！！

やっぱりいませ

ん！！



時間 場所 内 容

２０：００

２０：30

２１:００

Vfb０３
Hildenn

VfbHildenの会場に

戻ってきた堀川・・。

堀川もソーセージにかぶりついた!!

２０時過ぎに俺も小池と共
に会場へ再び・・そしてすぐ
堀川のもとへ。 俺はすご
い形相で堀川のもとへ歩ん
でいき、堀川は焦った顔を
見せ、そして俺は思わず彼
をハグした（●＾o＾●）

「良かった！ ほんと良かっ
た！」 と頭をなでた。

今村も安堵の笑顔。

良かったですね（＾－＾）

で、結局のところ堀川はどうしたかというと、ホテルに
戻り、部屋のトイレに行ったそうです。その間に同部
屋の今村は、でてしまい・・・・トイレから出てホテル玄
関に行った時は誰もいなかった・・・ということで早く会
場へ行かなきゃぁと走って行ったのですが、その先が、
やはり彼の中では今日の試合会場だったそうです。
試合会場に誰もいなかったので、すごくパにくった・・・
と言っていました。

全員そろって、気を取り直して、肉やビールやソーセージにかぶりついた。

早坂も一安心でのどを潤す・・・・。

今回の事件でまたみんな一つになっ
た感じがしましたが、早坂はどう感じ
ましたか？？

腹ごしらえが一段落すると、ピッチでの交流、
キックベースボールが始まった。

ドイツ人には珍しい競技だ！

応援合戦 このときの主役
は、佐藤政洋だ！

彼のパフォーマンスは、非常
に盛り上がった。 ナイス！



時間 場所 内 容

２１：３０

２２:００

２５:００

Vfb０３
Hildenn

ホテル

ドイツの人たちもだんだん少なくなり、いよいよエン
ディングだ！！

周りがちょっとうす暗くなってきた９時過ぎ・・・・・・

バーべQの終了時間がやってきた。みんなで 後の

セレモニー 主役は、

後に、お世話になっているユアー氏と一緒に１・２・さーん！！ さてユアさんはどこでしょう？

明日からミニ合宿でSolingen（ゾーリンゲ

ン）に出かける。 なので明日の朝、一度
部屋をチェックアウトしなければならな
い・・・・。 今夜荷物整理、部屋の掃除も
含めてやっておくこと・・・・、そして明日の
タイムスケジュールを確認して解散した。

みんなホテルに歩いて直行！！

みんな、「堀川いるかー！?」と合唱のよう

に確認したのは言うまでもない・・・。

光もホテルに着くなりバタンキューでZZZｚｚｚｚｚと寝てしまった。

俺はゆっくり部屋でビールを飲みながら、荷造り・・・・部屋の整理をした。 明日はユアーのチームと合宿に出
かける。選手たちには良い交流の場所となるだろう。 そしてチーム強化の部分も含めて、がっちりやってきた
い。また３日後にはこのホテルに戻ってくるが、みんな元気に帰ってくるのは必須である。

今日の事件は、今になればアー良かったと言えることだが、彼を探している時の心情は言い表すことができな
いくらいのプレッシャーがかかった。 本当に何もなくて良かったと思う。 明日からの合宿、けがも事件も無い
ようにしっかり引率するぞ！！



今日の日記と感想 ８月１３日（土）

【中込 脩斗】 Nakagomi Yuto

６時半に起きて、７時１０分に散歩に出かけた。朝食のクロワッサンはとてもおいしかった。ハム・ソーセージもと

てもおいしかった。 朝食後、部屋でゴロゴロして、９時４５分に試合会場に歩いて向かった。 その道中、Tobiに

いろいろ教えてもらった。 その話でめっちゃ笑った。 試合内容は、フォルトゥナ・デュッセルドルフとやったが、

スピード・テクニック、全てにおいて、力の違いを感じてしまった。もっともっとうまくなりたい。

夜のバーベキューはすごく盛り上がった。 積極的にドイツ人の人たちに声をかけてコミュニケーションもとった。

みんなでやったキックベースでは、声が枯れるくらい騒いだ。とても盛り上がった。部屋に着いたら、龍之介、裕

明、石橋、そして政洋が横森と俺の睡眠を邪魔した。 『早く寝かせろ』って感じでした。

積極的にドイツ人に声をかけてコミュニケーションをとった。堀川がいなくなって、ドイツ人にたくさん話をする機会

が増えた。（彼を探すためにドイツ人にいろいろ尋ねたため） ドイツに来て３日たって、だいたいユーロの使い方

がわかってきた。 Tobiの父さんのスポーツショップに行って、「How mach？」 と声をかけて値段を聞くことが

できた。

バーベキューの時にドイツ人に話しかけられて、会話することができた。おもいきってドイツ人に『Guten Tag』と

声をかけることができた。

今日、フォルトゥナ・デュッセルドルフのAチームとやって、肌でレベルの違いを感じた。スピード・テクニック・パ

ワー・・どれをとってもかなわなかった。もっともっとうまくなってまたやりたい。

【小俣 龍巳】 Omata Ryuji
朝、７時に集合して散歩をした。その後朝食を食べた。クロワッサンはとてもおいしかった。グランドに向かう時は、

皆川さんの車に乗って行った。ロッカールームに水を運ぶのはすごく重かった。 試合は３試合あって、俺は２試

合目に出た。 試合が終わった後、シャワーを浴びて、トビーにホテルまでの道を教えてもらいホテルに戻った。

そのあとTobiの家のサッカーショップに行った。みんな小さいボールを買っていた。 そのあとバーベキューだっ

た。 その時潤がいなかった。 何人かが探しにいって他の人は、肉などを食べた。 俺は食べ終わった後、探し

に行った。 政と陽が潤を見つけた。 見つかってよかった。
ドイツ人とのコミュニケーションは、あいさつ程度くらいしかできなかった。チャレンジしたことは、ドイツ人に自分

からあいさつした。
サッカーに関しては、ドイツ人はみんな大きい人ばかりであったが、小柄な選手もいたが、パワー・フィジカルは

負けていなかった。
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