
8月18日（WED） 第2日目

Time Place Action

6：30

7：00

8：45

E-Tap
Hotel

in Krefeld

E-Tap
Hotel

To Stadion

Get up 集合

九州遠征からこの二人怪しい！！

ドイツ1日目の朝を迎えた。

みんな眠そうな顔・・顔･･･顔。

みんなよく眠れたかな・・・?

今回、Trainingでお世話になるのは、ホテルの目の前の駅から
Strassenbahnに乗って約15分くらいのところ・・・・にある。

1回目の午前のTrへは、まだ車も借りていないので、みんなで用具
を手分けして持って、Strassenbahnに乗った。

下車駅から会場までは徒歩で10分くらい。 歩道を横になって歩い

ていると、後ろから自転車にあおられる・・・・。

俺は結局一睡もできな
かった。

何度来ても時差ボケだ!!
俺の場合は特にドイツに
来る方がひどい!

2日間位は、ボケるな!!

Hotelでの朝食 ドイツのパンは相変わらず美味い!!

いよいよTrainingに向かう!! 移動はStrassenbahnだ!!



Time Place Action

9：30

9：45

11：40

Grotenburg
Stadion
Krefeld

On the Pitch

ってわかりますよね!? そうで

す。

ミネラルウォーターです。 毎回
のTrainingとGAMEで活躍!

そしてこのペットボトルは、

Recycling・・・・・・・当然です。

KFC Uerdingen05・・・というチームのホームスタジアム。

ドイツでの 初の集合写真

Training スタート。

ドイツに来ても、Trainingの内容は日本にいる時と一緒です。

Ball Work・・・・1vs1・・・・・・センターリングシュート・・・・・と進み、 後はゲー
ムを行った。 みんなやっぱり、モチベーションは高い!!

何せここは、ドイツだから・・・・・・・プラッツではないんだよ(^_-)-☆

Training終了。 帰りも歩きとStrassenbahnだ。

《shinの回想録》

このチーム、私がいた1995年から1998年ご

ろはトップチームも下部組織も非常に強かっ
た・・・・・・のだが、今では、当時の面影がな
いほどになってしまったとか・・・・・・。 それ
で立ちあがったのが地元の有力者とサッ
カー関係者。

資金を集め、選手を集め始め、そして下部
組織もシステム、Trainingを見直しているよ

うです。



Time Place Action

12：05

12：20

12：30

13：15

Strassenbahn

Restaurant
Wienges

食事終了

Strassenbahnにみんなで乗車・・・・・なかなか快適だったでしょ!!

In Restaurant

今回、食事にお世話になったのは、

1807年に設立されたRestaurant。

“Mienges” という店だ。

店の人も陽気で、毎回おいしい食事を

いただきました。

Menuは、簡単に言うと、

ハンバーグのオニオン
ソース添え!?

Strassenbahnから降り、徒歩で昼食のRestaurantへ向

かう道のり・・・。

黒い集団で歩くと、ちょっと目立つ!! 注目の的になる!

途中には、この地域のHauptbahnhof（中央駅）→



Time Place Action

13：20

15：45

To Hotel

From Hotel

食事後、ホテルまで散歩。 ゆっくりKrefeldの街中を散策した。

コインランドリーは、ここからだとStrassenbahn（路
面電車）で15分 約９個目の停車場を下りるとあ
る・・・ということだ。 車では10分もかからないとこ

ろにあるそうだ。

場所を確認したわけではないし、どのくらいの洗濯
機があるのかが不明ではあるけど、ちょっと肩の
荷がありた。

散策・・・・・実はコインランドリーを探していた。 ホテルで聞いても、“こ
の辺りにはないかな・・・・?” “私はここの地元に住んでないので・・・・”

っと言われてしまい、まるで調べてくれるようすがなかったので、ここは
俺がありかを調べるしかない・・・・・と街中を歩いて探し回った。

街中を歩く人たちに、それもおばちゃん、何人聞いただろうか?

誰もが、このあたりでは聞いたことがない! という方々ばかりで・・・
ちょっと気が滅入っていたところへ、1人のおばちゃんが、俺に近寄って
きて、洗濯場探してるのか? と聞かれた。 Ja、Ja・・・・と天から天使が

ほんとに降ってきたのかと･･･おばちゃんが女神に観えてきた。

実は、まだレンタカーを借りていない・・・。コインランド
リーが近場にあれば借りなくても・・・・・と考えていた
が、40名近くの洗濯物、相当な量になると・・・・・・・言
うことで、車を借りることを決断!!

選手達をホテルに残し、ひと足早く歩きでレンタカー屋さんに向かった。

途中、ひどい夕立に見舞われ、びしょ濡れになった。 選手達は電車の中だったのでずぶ濡れ・・・にはならな
かったようだが、 俺はさんざんだった。

レンタカーの手続きもスムースに行った。 受付のおっちゃんも、すごくいいやつで、

“日本から何しに来たんだ?” とか聞いてくるので、

“KFC Urdingen05でサッカーの合宿をKFCの選手たちと一緒にするんだ” と答えたら、どうもKFCのファンの

ようで、

“よーしわかった! 特別料金で提供してやる” と言ってくれて、通常より2割も値引きしてくれた。

おまけにエアコン付きの車両にしてくれた。

やったー(^_-)-☆・・・・・・とびしょ濡れで、テンションが低かった俺を、ぐーんと上にあげてくれた!! ありがとう!

来年も来るよ! っと約束をし、急いでサッカー場に向かった。



Time Place Action

16：02

17：30

from Hotel

KFC 
Uerdingen05
Grotenburg

Stadion
Krefeld

一方選手達は、Strassenbahnに揺られサッカー場へ・・・。

俺がサッカー場に着いた時は、もうすでに、選手達
はグランドで動いていた。

Goal： 1st 3min猪股

18min猪股

2nd 7min和田

選手達をホテルに残し、ひと足早く歩きでレンタカー屋さんに向かった。

途中、ひどい夕立に見舞われ、びしょ濡れになった

2 － 1
1 － 3
0 － 3

3 7

《3rd》

金丸 坪井 伊織

雅也

小林 陸

丸山 明石 山崎 横瀬

田中

《2nd》

河田 宮内 天川

和田

松谷 望月

原 土橋 木嶋 森本

河野寛

《1st》

三井 猪股 石川

木下

雄志 木村

畑川 土橋 明石 後藤

中村



Time Place Action

20：00

20：40

21：30

on the Pitch

To
Restaurant

Restaurant
Wienges

To
Hotel

《試合が終わって》

ドイツでの初戦、 相手は、KFC Uerdingen05 つまり今回、Trainingで会場をお借りしているホストチー
ムとの戦いだ。 U-15ということは我々と同級生。 F98の選手達はほぼ、1995年生まれだが、相手の
チームの選手は、1996年生まれの子が多い。 ヨーロッパでは、年度が夏休みに切り替わるためだ。

初戦の相手にとっては不足なし!! W-UPを観ても、このチームに負けるわけにはいかない・・・と感じた。
いずれにしても、どこへ行っても、遠征の初戦は勝つことが一番!! 勝てないと次戦からなめられる。

昨年までのHildenでは、うちの評判はある程度評価してくれている。 しかし、ここKrefeldでは、噂はあっ

ても、実際のところはわからないはずだ。

日本のサッカーがだんだん評判が良くなってきたのは事実だが、ドイツ人にしてみれば、日本の場所さえ
どこにあるのか分からない遠い遠ーい国から来た子供たちに負けるはずがないと・・・・初めからなめてか
かってくる。 それが俺はいつも気に入らなくて、ドイツ人には絶対負けるな!と選手達をあおる。

さて、試合はスタートこそ良かったが、ちょっとしたミスから失点すると、FKでの4失点を含めて7失点。

終わった時には、余裕の表情を浮かべる監督! こんなチームに負けるとは・・・・・・・とっほほほっほ。

悔しい!!

社交辞令のようなお世辞を次から次へと繰り出す相手チームスタッフとの会話の間、俺の心は次戦に向
けどう選手達を持っていくか!? このチーム今遠征で勝てるだろうか? とさまざまなことを考えていたので、

上の空だった。

試合後、シャワーを浴び、電車でHotelへ向かった。

初日、疲れました! 今日は早く寝れ
そうです。 睡眠不足解消するぞ!

Menuは、じゃがいもと肉・・・でした。



今日の日記と感想 8月18日（Wed）
【SAITO Ryota】 1995／4／5 生まれドイツでの初めての朝食はパンやチーズ、ソーセージ、ヨーグルトが主
だった。 その中でも、ソーセージは日本と違い、とても柔らかくて、変な
感じだった。

今日は午前中Training、午後はGAMEという予定だった。 午前の
Trainingは練習をする会場まで路面電車で向かった。初めて乗るので、
なんか新鮮な感じがした。 そしてTrainingではクロスボールからの
シュートとゲームなどをした。 久しぶりに動いたので、少しきつかったけ
ど自分の中では良い練習ができたと思う。
その後、Restaurantみたいなところで昼食を食べた。 そこで美味しい
ハンバーグを食べたが、なかなかお腹にたまるもので、正直きつかった。昼食の後は、試合まで時間があったので、少しショッピングをしてホテル
に戻った。 そして試合。 試合会場まで電車で向かった。 電車から降り
たら、雨がすごい勢いで降ってきた。
ロッカールームで着替えた。ここで自分は気付いた!! スパイクを忘れ
た!! とりあえず着替えてグランドに走って向かった。スパイクをホテルに
持ちに帰ろうか??すごく悩んだ。そしたら、皆川さんがびしょ濡れで来た。
スパイクを忘れたことを言ったら、“今日はもういいよ” っと皆川さんはや
さしく言ってくれた。 ピンチを切り抜けた。 本当はすごく試合をやりた
かったので、明日は忘れないようにしたい。そして楽しく過ごしていきたい。

【KIJIMA Syunta】 1995／4／23 生まれ

遠征2日目、朝起きれるか心配だったけど、なんとか起きれたので、気持ち

の良い朝が迎えられた。

午前中はTrainingをしました。 トレーニングでは、上手く1対1の対応がで

きず簡単に抜かれてばかりでした。 中途半端にディフェンスをしたせいで

オフェンスにも迷惑をかけた。

その反省点を練習中に改善できずにトレーニングが終わった。

トレーニングの後は、昼食を食べて買い物などをしました。街を歩いている

時、ドイツ人に話しかけられたけど、何にも分からず、うなづいているだけで

終わった。 勉強不足だった。

その後、試合をした。 35分を3本行った。 その35分間、何にもアピールす

ることができなかった。 どっちにきってほしいのか指示もできなかったし、1

対1が悪かった。 この課題を遠征中にクリアできるよう努力したい。


	8月18日（WED）　第2日目　
	今日の日記と感想　　8月18日（Wed）

