
8月24日（Tue） 第8日目

Time Place Action

5：55

7：30

8：43

9：20

E-Tap
Hotel

in Krefeld

E-Tap
Hotel

Strassen
bahn

Heinlich
HeineAlle

Get up まずは洗濯に直行 ⇒ 洗濯係り3人と一緒に。

九州遠征からこの二人怪しい！！

丸山と陸の絡み・・・・・・淳平は今
遠征中ずーっといい感じでした。

苦しくても、思うように行かなくても
淳平の笑顔は心の支えになりまし
た。ありがとう!!

Dusseldorf中央駅2つ手前の

駅の地下通路で待ち合わせを
し、 今日は天気が良いので、
まずは全員でAm Rheinまで

行って写真撮ろう・・ということ
でまずは全員で移動となりま
した。

今日の3人にも、建物の

陰で囲まれ、菓子パンや
さんまで連れて行かされ
た（*^_^*）

朝食 美味しいドイツのパンを食べ
るのも今日と明日・・・・あと2回だ。

今日は午前中は、Dusseldorfで買い物。

昨日の2時間余りでは、物足りない・・・ということで午前中、買い物時間を取りま

した。 いつものように路面電車でデュッセルドルフに向かう。

私は、松谷らと一緒に車で一足早く・・・・・・。

伊織が歩いているところは、DusseldorfのAltstadt（アルトシュタット

旧市街地）だ。 街の造りも風情があるよ。

ここをぬければ広大な河が見えてくるはず!!



Time Place Action

9：45

3枚目 Rat Hous

をバックに。

ドイツ 後の集合写真

3枚連写

1枚目 Am Rhein

Dusseldorf Towerをバッ
クに。 １・２・さーん!!

2枚目 Am Rhein

1枚目の逆側を観た感じ。



Time Place Action

9：50 Am Rhein 記念撮影後、しばしライン河沿いの風景を楽しんだ後、解散。

もちろん、集合場所は確認しました。

右は、果物や野菜を
売っている店。

左はじゃがいも屋さん。

きれいに並んでいる
んだよね。

ドイツではリサイクルのシステムがしっ
かりしてますよ。 環境保護については
国民全体に意識が高いです。

写真は、ペットボトル、瓶などの分別箱

シャドーアルカーデンという
ショッピングヤード

建物の中に入ると正面からな
んやら見たことがある子らが、

よっ! 元気か!? 大丈夫?

皆、笑顔で “大丈夫です!!”

右はKonigsalleといい、

王様の通りと呼ぶ。

その中央にお堀があ
り、約82mもの並木通

りが続く。



Time Place Action

13：25

14：20

15：30

Dusseldorf
Hbf

Fortuna95
Bar95

Fortuna95
Flinger Broich

From Hotel

昨日と同じところへ集合

それから今日の試合会場へバスで向かった。

今日の試合会場は、

Fortuna95 Dusseldorf

Fortuna98のルーツだ!!

食事後、ロッカールームに向かう途中、
相手チームの選手達が迎えてくれた。

Menuは、チキンカレー・・・でした。

昼食

ロッカールームに入り、

着替え、試合前のミー
ティングをし、

いざ、グランドへ。

今遠征のラスト試合

皆で頑張ろう!!



Time Place Action

16：10 Fortuna95
Flinger Broich

Kick OFF

Goal： 3rd 27min石川

0 － 1
0 － 0

1 － 0

1 1

兄弟対決 勝手にそう考えているのは私だけ。

でも、今回、向こうの監督さんに事情を説明。
兄弟対決成立!! 真剣勝負の3本となった。

さすがに力のあるF95.昨日のチームと同じでブ

ンデスの下部組織チーム。選手達の意識は高
い!! Fの選手達も相当頑張った。 3本を総力

戦で戦った。 この遠征の集大成・・・簡単には
負けられない・・。そんな気持ちが選手全員から
感じられた。

1－1引き分けは残念だが良いゲームであった。

《1st》

小林 坪井 金丸

河田

松谷 三井

畑川 木嶋 樋川 陸
（伊織）

豊史

《2nd》

天夢 宮内 斉藤

雄志

木村 功刀

丸山 山崎 明石 森本

田中

《3rd》

原 天川 石川

和田

雅也 後藤

伊織 望月 土橋 横瀬

中村



Time Place Action

20：09

20：45

22：30

Dusseldorf
Hbf

RestaurantWi
enges

To Hotel
Park Platz

試合後、バスでデュッセルドルフの中央駅へ向かった。

今回、 後の電車の旅です。

後の晩餐 かんぱーい!!

Menuは、マカロニグラタン風鶏肉添

え・・・・・・・にビール付きでした。

デュッセルドルフ駅のホーム

列車を待ている間も選手達は
テンションが高い!!

後の夜、選手達も分かってい
る・・・・・

日本に帰りたいけど・・・・・・・

ドイツにもっと居たーい・・・。

レストランの店主と一緒に。 サッカー好きのご主人、いつもいつも笑顔で迎えて
くれました。 Danke Schon （*^_^*）

ホテル駐車場で、 後のミーティング。

お土産用のビール販売します。 まずは宣伝

スーツケースの整理、重量オーバーならないようにしっ
かり荷造りするよう再三注意!!

各部屋を視察・・・・・。言葉も出ない・・・・。

大丈夫?? 荷造り間に合う? ちゃんとでき
る? 余計な心配だが、相当心配だ!

もう夜中の2：00 寝よう!!



【TEKAWA Takumi】 1995／7／3 生まれ

自分は、フォルトゥナに入団する時、お父さんからドイツに行くってことを聞きました。かなり楽
しみでした。でもその反面緊張や不安もありました。 24日、自分達は6時ごろ起床! しようと
思いましたが、ちょっと寝坊して、6：50ぐらいに起きました。 朝飯はパンです。 基本パンが

好きではない自分にとっては毎日同じパンばかりで飽きてしまいました。 部屋に戻り、準備
をしたらショルダーバックが結構重くなってしまいました。

午前中はデュッセルドルフで買い物です。 電車でデュッセルドルフまで行ってちょっと歩いて
ライン河で、写真を撮り解散しました。 その河はめちゃくちゃでかくて橋や船もあって、『ドイ
ツ』って感じがしました。

まず 初にカフェみたいなところに入ってタルトやマフィンを皆からちょっとづつもらいました。
その後、前日に行ったスポーツショップに行きました。 けど、その前日にバイエルン・ミュンヘ
ンとドイツ代表のユニフォームを買ったのでユニフォームは買いませんでした。 そのかわり、
小物を買いました。結構前日に買ったので、時間が余ってしまい、街をぶらぶらしていました。
街をブラブラしていると、日本のものを売っている店を発見! 中には日本の漫画やジュース

等があり、一番びっくりしたのはプリ機があったことです。 とりあえず皆で撮りました。

時間になってチームの皆でフォルトゥナ・デュッセルドルフのグランドへ向かいました。 クラブ
ハウスで飯を食べました。久しぶりに米を食べました。あんまり美味くなかったけど・・・。

試合、2本目に先制点を決められてしまいました。 自分は3本目に出場しましたが、パスが

全然ズレていたし、前に行けなかったし、全く駄目だった。 結果的にチームとしては同点だっ
たけど、個人的には良くない試合だった。 もっと攻守の切り替えを早くしなきゃいけないって
思った。ドイツでの 後の夕飯はチキンの下にパスタがしいてあるので、量が多く結構苦戦し
ました。

ドイツでの食文化の違いや言葉の壁等で、いろいろ苦労することはあったけど、こういう経験
もできて良かったと思っています。 またこういう経験をさせてくれた周りの人に感謝して、こ
のドイツ遠征で学んだボディコンタクトをこれから活かしていきたいと思います。

【YAMAZAKI Kei】 1995／10／4 生まれ

今日は、朝、なぜか、アラームが鳴らず少し寝坊をしてしまってかなり焦った。理由を調べた
らイヤホーンが付いていて音声が出ていないだけだった。

朝ごはんを食べている時もホットミルクに入れようとした砂糖を間違えてオレンジジュースに
いれてしまい、変な味になったりと、朝はアクシデントが多かった。 こんな始まり方だったけ
ど、ドイツでの 後の1日だから気持ちを入れ変えて、有意義に過ごそうと思った。 買い物

の時間では、家族や親族へのお土産を何にするか考えながら歩いていたら、柱に激突して
しまった。 結局なにも思いつかず、立ち寄ったスポーツショップでサポーターズグッズを
買った。 行き当たりばったりだが、自分ではかなりいい買い物をしたと思っている。 帰る
少し前にチョコレートが異常に食べたくなり、フォルトゥナデュッセルドルフのチョコレートを
買った。 そのチョコレートはかなり甘かったが、とてもおいしかった。 この買い物の時間は、
いろんな店を回ったりと、とても楽しくさらに良いお土産を変えて、一石二鳥のとてもいい時
間だった。

そしてドイツ遠征 後の試合、フォルトゥナ対決が行なわれるグランドへ向かった。 試合会
場はとてもきれいな人工芝でとても良い環境だった。 アップでロングボールを蹴ったが、午
前遊び過ぎたせいか、まっすぐ蹴れなかった。 しかし、何度と蹴っているうちにだんだん感
覚が戻り、ぴったりと合わせられるようになってきた。 2本目で呼ばれた時には嬉しかった

が、とても緊張した。 初はいいスタートをきることができたと思ったが、途中ヘディングが
全然うまくいかず、マイボールにするどころか、ボールにすら触れなかった。 1対1の時に

は、相手がドリブルをしている時のボールを簡単にクリアすれば良かったものを無理に取ろ
うとして抜かれてしまい失点をしてしまった。 こうしてドイツ 後の試合は中途半端に終
わってしまった。 相手の攻撃を防ぎきれなかったという気持ちが強すぎて、その後奈智が
同点ゴールを決めてくれた時は、本当にうれしかった。 この試合で自分の悪いところと改
善方法が良く分かって本当に良かった。

宿舎にもどってからは、もうドイツとお別れかという残念な気持ちが強く、荷物を整理してい
る時、ドイツでのことをずーっと思いだしていて作業があまり進まなかった。このドイツでの
経験を活かして、日本でも努力して行きたいと思う。

今日の日記と感想 8月24日（Tue）
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