
8月19日（Thu） 第3日目

Time Place Action

6：00

7：00

8：30

10：00

E-Tap
Hotel

in Krefeld

E-Tap
Hotel

To Stadion

On the Pitch

Get up 洗濯係りのみ3人

九州遠征からこの二人怪しい！！

洗濯係り以外の選手達は、それぞ
れ7時前後に起き、朝食をとった。

今朝から洗濯が始まった。 前の日の
分をまとめて、早朝に洗濯係りの3人と

共に車でひとっ走り。

Hotelを出て、路面電車の駅へ。 8：42の電車が･･･・来ない!?

8：52の電車も・・・・・・来ない!?

9：02の電車も・・・・・・来ない!?

そこへ係の人が来た。 どうも途中電車の故障があり、このラインだけストップし
ているらしい。復旧にはまだまだ時間がかかるようで・・・・・・・・。

結局、グランドまで歩いた・・・・・・・歩いた。 俺は車･･･・2人選手を乗せて。

もう2日目。

まるでプラッツでTrするかのようにコー
ト前面を使用して、いつものBallwork。

昨日の振り返りも含め、ゴール前の攻
防を中心にTrした。

今朝は2日分の量 車に乗りきらな

いくらいの量があった。

ここのランドリーは、朝7：00～夜
10：00までの営業。 朝一番がマシ

ンが空いていて一気にできるので、
起きるのが辛いけど頑張ります。

朝、洗濯係りと
一緒に、水の買
い出しも一つの
仕事。 貴重な
水をしっかり飲
まないとね。

ねっ天川君!!

これがランドリーのマシンの心臓部。

これでこの店にある全マシンをコントロールしてい
る。 洗剤もここから出てくるんです。

《shinの回想録》

このグランド・・・・1995年～1998年俺がドイツ滞在中、こ
こで2回試合をした。 ホビーチーム 【ガッツ】というチー

ム名の日本人チームの一員として。当時はここはまだ天
然芝だった。緑のじゅうたんのような芝の上で、ドイツに
来たばかりの俺をいやしてくれた場所であった。 その
大会、確か準優勝だったような・・・・。



Time Place Action

11：30

12：30 

13：20

Grotenburg
Stadion
Krefeld

In 
Restaurant

In
Krefeld

Tr終了 すぐシャワーを浴び着替えて、復旧したStrassenbahnに飛び乗った。

今日も飲み終わった水のペットボトルは、しっかり

Recycling 担当は雅也、宮内

Hotelに荷物を置き、Restaurantに向かう。

♪～♫ 街中散策 ♪･･･♬

食後のデザート さっき食べた
ばかり･･･アイスは別腹??

到着してから書いた絵葉書 Postで航空便のシールと切手を貼っ

て･･･投函

いつ着くかな・・・俺も帰りてぇーなー・・・と思っているのは誰だ!?



Time Place Action

15:50

16:00

16:45

From Hotel

In Bus

In
Hilden

Hoffeld．str

Hotel前に集合 今日の試合会場であるHildenにCharter Busで向かう。

いつものところで例年のように集合写真。

この合宿をへて、たくましくなれよ・・みんな!

さぁ2戦目に向け気合いを入れて1，2、サーン

バスの乗ったすぐは、皆元気であったが、少し経つとBus
の中はシーンと静まり・・・・・ZzzzSu—SuZuzz

と寝息が広がった。 やはりお疲れです。

Vfb03Hildenのホームグランドに着いた。

《shinの回想録》

昨年まで9回にわたりお世話になったクラブ

9年前に、ホームステイ込みで遠征に来ないか

と、紹介されてからずーっとホストチームとして
面倒見てくれた。

時代の流れはいたしかたないことですが、交流
が途絶えるということは、残念です。

昨年、新型インフルエンザの関係でホームステ
イができなくなり、それでもクラブのB1チームと

合同合宿ができ、有意義な活動ができました。
今回は、今までf98の為にご尽力いただいた
Helmut Jur氏の体の状態が芳しくなく、またB1
のスタッフからも退くということで、自由にそして
上手にコーディネート出来そうもないということで、
遠征先・・というか滞在先が変わりました。

今後、またホームステイを含め関係が復活する
ことを願って、今年も選手達のために頑張ろうと
思っています。

雄大な、かつ母なる川、ライン河です。
ZZuZu

おかあさーん



Time Place Action

19：00 On  the 
Pitch

In Hilden

食事後、ホテルまで散歩。 ゆっくりKrefeldの街中を散策した。

2 － 0
2 － 44 4

Goal： 1st 23min斉藤

31min雅也

2nd 25min石川

33min雄志

《1st》

坪井 天川 涼太

木下

松谷 木村
（雅也）

原 望月 木嶋 後藤

豊史

《2nd》

横瀬 宮内 小田切

和田

河田 雄志

小林 山崎 樋川 陸

田中

試合前のセレモニー 選手同士の握手、物々交換

試合内容は、この空
模様と同じ!!

明るい空から、どんよ
り黒い雲が迫り、そし
て大粒の雨が落ちて
きた・・・雷と共に。



Time Place Action

20：45

21：00

22：40

23：30

In
Hoffeld．Str

Restaurant
Am

Bahnhof
Hilden Hbh

From
Hilden

Hotel
E-Tap

In Krefeld

ロッカールームでみんなでワイワイシャワーを浴びる。

やはり、プラッツにもシャワールームが欲しい。

EuropaのClubには必ず、ロッカールームとシャ

ワールームがあり、汗をかいた後は、しっかり汗
を流す・・・当たり前のことだ。そして着替えて家路
につく・・・・。いいよね・・・この習慣。

Vfb03Hildenの招待でHilden中央駅のレストランに向かった。

Menuは、このボリュームでした。

まずサラダ・・小皿でなく、メインディッシュに使われるような
皿にテンコ盛り(；一_一)

そして、メインディッシュはこの肉の塊・・・・と付け合わせ
は・・・・・・・・・・・・・・。

このペアはなかなか手ごわい!!

わが選手は、結構アップアップ状態、悪戦苦闘でした。

食後のデザートもこの
量・・・・・・・どう思います。 だか
らドイツ人は腹が出ちゃうんだ
よ!!

アイスの塊3つ、ソースはブル
ベリー味、これがまたきつい!!

満腹状態の腹を押さえながら、バスに乗り込む。 食事に悪戦苦闘した結
果、結構時間が過ぎてしまい・・・・・バスの運転手さんを待たせてしまいま
した。

やっとHotelに着きました。 ちょっと今日は疲れました。

頭がふらふらです・・・・・・・えっ??それって疲れじゃないでしょ?って・・・・・・・えっわかっ
てた? そうです。さっきの食事の時に、ドイツのBierをしっかりいただいてしまいました。
美味かった!!

Hotel の入り口前でミーティングをし明日の時間の確認をし、おやすみなさーい

左写真左から Herr Helmut Jur

Herr J・Gen Bender

shin

Frau Joana Austen

3人の方で来年のf98のドイツ遠征は段取り
してくれるって!! ありがたいけど、本当か
な・・・・?

女性の方は、日本語がばっちりでした。



今日の日記と感想 8月19日（Thu）
【HARA  Yusei】 1995／9／5 生まれ

ドイツを訪れて、今日で3日経ち、ようやくドイツの食事や文化に慣れ始め

てきた。 しかし言葉が通じないのはやっぱり不便です。

だけど、英語や身振り手振りで言葉が通じた時は、達成感が大きかったで
す。

今日起き、朝食のパンとヨーグルトとシスコーンを食べてからの自由時間、
日本から持ってきたゲームをしていました。

しかし夢中になりすぎて、集合時間に遅れそうになりました。

午前中は練習をして、、午後は試合、そんなスケジュールで3日目がス

タートしました。

会場に向かう途中、ドイツ人に “Where are you from?” と聞かれ、笑
いながら、 “Japan” と言ったら、伝わったのでうれしかった。 練習中は、

一つ一つのパスやトラップを意識しながらプレーしました。 そして練習が
終わった後の自由時間、Krefeldの街に出かけた。

「HARIBO」をスーパーみたいなところでたくさん買い、とても満足感に満ち

溢れていたけど、後々「ちょっと買いすぎたかな？」と後悔もした。

そして午後からは試合。 試合はHildenという町でHildenのU-16の選手

達と試合をしました。

相手はとても大きく、ヘディングなどでは勝てなかったけど、パスやトラップ
などの技術では、負けていなかったので、そこは自信を持ちたいです。

日本に帰ったら、皆川さんの言うとおり、気の利く人間になっていたいです。
またドイツに来て、日本食のありがたみを知ったので、日本に帰ったら絶
対に残さずに、出されたものはしっかり食べたいです。

【KUNUGI  Mikiya】 1995／8／12 生まれ

今日は午前中、練習をして、午後から試合という予定で1日がスタートしまし

た。 僕は左足の骨盤をはく離骨折をしているのが、自分が思っているより、
痛くなくて、昨日の練習は普通にこなせて、正直とてもうれしかった。 でも練
習の後で左足でクロスボールを上げる時や、ダッシュする時は、ちょっと痛む
が大丈夫だった。 この日の試合は、ラスト10分出た。 とても緊張した。

自分の思っているプレーができなくてとても悔しかった。 もっと練習しな
きゃ・・・と思った。 ドイツ人はフリーキックがすごく上手かった。

あと身長がすごく大きくて迫力がとてもあった。 ドイツ人はすごいと改めて
思った。 自分も迫力を持てる選手になりたいです。

この日は、Hildenに行って試合をしたので、Hildenで夜ごはんを食べた。

とてもすごい大きい骨付きの肉とすごく練ってあるお米見たいのが出た。 肉
はすごくおいしかったが、お米みたいのが、とても変な味がした。 でも、これ
一つの経験になったので良かったです。 Hotelに帰ったのは夜中の12時ご

ろで、すぐに寝た。

今日を振り返ると、とてもハードな1日だったと思う。 得たものがたくさんあっ

たので、それは練習、試合に生かしていきたいと思います。

それでは、おやすみなさい(^_-)-☆


	8月19日（Thu）　第3日目　
	今日の日記と感想　　8月19日（Thu）

