
8月20日（Fri） 第4日目

Time Place Action

6：05

6：20

7：45

8：45

9：10

E-Tap
Hotel

in Krefeld

ランドリー

E-Tap
Hotel

from Hotel

To Stadion

KFC
Uerdingen

Get up 洗濯係りの3人に起こされた。」

ドイツ4日目の朝を迎えた。

朝が起きれない病が俺の中では
びこり、今日も朝は圭に起こされ
た。 ありがとう。

ドイツでは、どこのサッカー場にも必ずクラブハ
ウスがあり、ロッカールームが付属し、必ずグラ
ンドとセットで使用ができる。 ちゃんとシャワー
はお湯も出る!!

日本はどうでしょう!? ママさんバレーの経験が

あるお母さん、着替え等どうしてましたか？

KFC Uerdingenのいつものグランドへ、Strassenbahn（路面電車）で向かった。

私は、2人を車に同乗させ、グランドに向かった。

選手達は、もう路面電車の乗り方も、板につき、ドイツの風景に同化!?

どんどん、吸収し、自らチャレンジを忘れず頑張っている姿、たくましさを感じた。

今朝の洗濯係りは、山
崎、豊史、河田の3人。

朝の通勤の路面電車
Strassenbahn

絵になるな―。

朝食。 ドイツのパンを食べながら、
BGMは斉藤涼太の日記の朗読
（*^_^*）

1度目書き直して2回目。 少しは

中学生らしく書けたかな。

それが日本のスポーツ文化で
すよね。 着替える場所がな
いから朝からユニフォームを
着て会場に行く・・・・・汗をか
いたまま、泥だらけになった子
供たちもそのまま車に乗って
家に帰る・・・・。

プラッツにもシャワー付きの
ロッカールーム建てますよ!!



Time Place Action

10：00 KFC 
Uerdingen05
Grotenburg

Stadion
Krefeld

今日はおととい行ったKFC Uerdingen05というクラブのU-17（16歳）のチームと

の対戦です。

チームの状態も、ドイツにも慣れてきたということで、上昇してきた。

1歳上のチームとの対戦ですが楽しみです今日の試合は!!

Goal： 1st 39min猪股

40min猪股

41min木下

1つ上の、それもガタイの大きい選手達を
相手に、fの選手達良く頑張りました。

1勝に向け、必死に体を動かし、ボールも

動かしプレーしていました。

再三のCKにも、皆、臆することなく体をぶ
つけに行き、何度がのピンチをGK中心に

防いでいた。

3 － 1

0 － 0
3 1

《2nd》

原 天川 斉藤

和田

雅也 小林

伊織 土橋 木嶋 望月
（山崎）

河野寛

《1st》

三井 猪股 石川

木下

雄志 木村

畑川 土橋 樋川 後藤
（明石）

中村

久しぶりに天
気も快晴となり、
気持ちよくでき
た試合。

試合の内容も
気持ち良い結
果となり、これ
からの試合も
楽しみだ!!

相手チームと
一緒に撮った
写真の皆の顔
も 笑顔

(^_-)-☆だ!!



Time Place Action

11：30

12：00

12：20

13：15

Grotenburg
Stadion
Krefeld

To
Restaurant

Restaurant
Wienges

午後は18：00KOで試合がある。 16：00前までフリータイムとした。

選手達は元気です。 ホテルに戻ってから、ほぼ全員、街の中にに消えて行きまし
た。

私は、部屋で昼寝・・・・・・・・ZZZ・・・・・・・・・疲れが徐々に睡魔となって襲ってきてい

ます。

KFC Uerdingen05・・・
のシャワールーム!!

こんな感じで裸の付き合
いも大事だよね!!

日本的にいうと、同じ釜
の飯を食う・・・仲間!

いいですね!!

前記しましたが、どうです
か?? 右の写真 →

路面電車から降りたところ
の選手達・・・・・・・・

ドイツの風景にマッチして
るでしょ!!??

歩いてレストランへ向かう。

Krefeldの駅前

どうですか?? 選手達のナイフとフォークの使い方。

様になってきたでしょ!!

Menuは、

ドイツソーセージと

サラダ添え・・・・・・・・か
な??



Time Place Action

15：50

16：30

Strassenbahn

Restaurant
Mienges

Strassenbahnで今日の試合会場の 寄り駅まで・・・約30分

FC Bayer 05 Uerdingen が正式名。 1905年に創設。

クラブハウスを観ながら中に入っていくと、広大な敷地に、クラブハウスはもとより、陸上競技場、
テニス場（屋内外）、ハンドボール場・・・・とさまざまなグランドがあった。 当日は陸上競技の記録
会を行っていた。 ドイツでは陸上競技もポピュラーで人気がある。

選手達の熱気で車内が
暑くなり、土橋の背後に
いる女性が上着を脱い
だ!!

すると、肩に鋭い刺青

ついつい視線が刺青に!!

会場の 寄り駅に到着。 降りた駅に相手チームの監督さんが待ってくている
はず・・・・・・・と周りを見回すと、1人のドイツ人が、声をかけてくれた。

彼の案内で、徒歩で会場を目指した・・・・・・・・。 結構、30分ほど歩いたか
な!?

選手達の視線は、

同年代の女子の
サッカー選手らし
い集団に・・・

向こうもこっちを
意識！

やっと着いた!!

Bayer 
Uerdingenのクラ

ブハウスに。



Time Place Action

17：00

17：45

Bayer
Uerdingen05

Goal： 1st 14min正大

2nd 5min猪股

18min天川

19min雄志

出迎えに来てくれたOlafと会場へ歩いて行く間に、彼のクラブ、今のチームのこととかを話してくれた。 今日
対戦するU-15チームは、昨シーズンよりは個人の能力が高く、チームとしてもこれからが楽しみなチームとい

うことだ。 Ｆの選手達より半年ほど若し選手達だが、どのような試合になるか楽しみだった。

1本目は圧倒された。スタートダッシュにつまづき、後手に回った試合内容だった。 2本目は巻き返した。

ハーフタイムで相当はっぱをかけた。 午前中の試合内容がウソのような試合で全く戦っていいなかったから
だ。 2本目は動き始めた・・・・・・ボールも人も意図的に!!

1 － 4
3 － 14 7

《2nd》

原 猪股 横瀬

木下

木村 雄志

畑川 森本 土橋 後藤

田中

《1st》

金丸 宮内 小田切

河田

三井 松谷

丸山 明石 樋川 陸
（木嶋）

豊史

《3rd》

功刀 坪井 石川

和田

雅也 小林

伊織 望月 山崎 後藤

田中あ

0 － 2

この圧倒的な広さの芝
生には、選手達も驚い
ていた。 こんなサッ
カー場は、ドイツ中いた
るところにある・・・。

当日は、女子選手、他
のカテゴリーの選手も
練習を行っていた。

私も以前・・・1996年に

一度ここには試合に来
たことがある。 当時は
BV04Dusseldrfという

チームのスタッフとして
きた。

懐かしかった!!



Time Place Action

17：45

20：30

21：45

22：40

Bayer
Uerdingen

Restaurant

いつものことだが、ドイツ人はいつも友
好的だ。 どこにあるのか分からない日
本から来た同年代の選手達に、興味を
持ちながらフレンドリーシップを発揮して
くれる。

ドイツ滞在中、一番の天気に
恵まれた今日。 グランドも素
晴らしい芝生のグランドで、日
本にはないドイツを満喫!!

選手達もこの環境に、ドイツが
うらやましくなったとか!?

Hotelに戻り各部屋に散った。

Menuは、

ヒレステーキとポテトフライ
添え

いつものレストランではなく今夜は、Olafの紹介でクラブの近所
のRestaurantで食事。 もちろんOlafも一緒だ。

サッカー場から出て写
真のような森の中を
歩いて15分。

きれいな風情のある
Restaurantがあった。

楽しい食事のひと時でした。 ちょうどテレビではサッカー中継
もやっていてドイツ人のお客さんと一緒に盛り上がった。



今日の日記と感想 8月20日（Fri）
【HIKAWA Takatoshi】1996／3／1 生まれ今日は、午前中、午後に試合があり、朝早く起床し、路面電車に乗っ
て、試合会場まで行きました。
路面電車は、ドイツに来てから毎日乗っています。 日本では珍しい
けど、これはドイツの文化でもあるので、良い経験ができたと思う。ドイツのチームは、選手の身長が大きくてスピードが早く、正確なパ
ス、シュートがあり、日本のチームとはプレイスタイルが違い強かった。レストランでは、日本とドイツの食文化が違い、食べる量なども全然
違います。 ドイツに来てから時間が経ち、だんだん日本食を食べた
くなってきました。

帰る途中に外国人に話しをかけられて、全く意味が分からながった。部屋に帰ってカツシとサッカーゲームをして盛り上がっていたら、寝る
時間が少なくなてしまった。

【CHINO Iori】 1996／1／19 生まれ

今日、朝起きて、朝食を食べに行きました。 毎朝同じところで今日

で3日目になりますが、とてもおいしく、パンだけどまったくあきませ

ん。

日本のパンとは味も見た目も違いました。 日本に帰ったら食べら

れないので、ドイツにいるうちにたくさん食べておきたいです。

今日の予定は、午前1試合、午後1試合という予定でした。 午前の

試合は初勝利という結果になりました。 その後の昼ごはんもほぼ

毎日同じ場所で食べているので店には慣れてきました。

食事をした後、買い物をしました。 スーパーでは日本では考えられ

ないほど安い値段で売っている商品がたくさんありました。

僕はお土産と、自分が食べるお菓子とジュースを買いました。 ホテ

ルへ戻り、少し休憩をしようと思い、ベットに入ると、いつの間にか

寝てしまい、午後の試合の集合時間に遅れてしまいました。

電車の時間に遅れないように皆川さんの後を追って走って行きまし

た。 その時は、頭の中は真っ白で何も考えられませんでした。

後で思えば、頭が真っ白になる! のは初めてで、あれが、頭が真っ

白になる! ということかと、感心してしまいました。

ドイツに来て買い物にも慣れて、お店の人と会話をする機会も増え

ました。 言っていることは、しっかりとは分からないけど、“ありがと

う” や “おはよう” などの会話やお礼の言葉は、本を見ないでも

ドイツ語で言えるようになりました。

せっかくドイツ語を覚えたので、またドイツへ行きたいと思います。
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