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デュッセルドルフ生活を楽しくするマガジン
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フォルトナ大前 誕生!！
NEUER FORTUNE: GENKI OMAE

リーグ後半戦が再開
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選手インタビュー
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デュッセルドルフは第二の故郷
Düsseldorf ist unsere zweite Heimat
フォルトナ日本デスク 瀬田元吾
- Gengo Seta, Japandesk Fortuna Düsseldorf

日本デスクを設立して5シーズ
ン目を迎えた今季、フォルトナは
ブンデスリーガ1部昇格を果たし
ました。設立当初はドイツの3部リ
ーグに所属していましたが、今で
はドイツのトップリーグで強豪クラ
ブたちを相手に奮闘をするクラブ
に成長し、多くの日本人の皆様に
も応援していただけているように
なりました。1万人に満たなかった
観客数も、今では毎試合のように
5万人を超えるサポーターが集ま
り、大声援を送ってくれていること
を心より嬉しく思いながら見てい
ます。
そんな中、日本人の皆様にとっ
て、とても嬉しいニュースをお届
けすることが出来ることとなりま
した。ドイツではすでに多くのブン
デスリーガクラブに日本人選手が
所属し、それぞれが素晴らしい活

躍を見せていますが、フォルトナ
もついに、Jリーグクラブの清水エ
スパルスより、大前元紀選手を獲
得する運びとなりました。すでに
後期開幕戦でブンデスリーガデ
ビューを果たし、チームのために
日々のトレーニングに励んでいま
す。
我々デュッセルドルフに住む日
本人にとって、この街は第二の故
郷です。そんな自分たちの街に
あるクラブ、フォルトナ・デュッセ
ルドルフに、待望の日本人選手
がやってきたのです。是非一人
でも多くの皆様に試合会場であ
るESPRITアリーナへ足を運んで
いただき、生での試合観戦を楽し
んでいただければ幸いです。そし
て、大前選手やフォルトナの活躍
が、皆様のドイツ生活をより充実 思い出となっていくことを願ってお
なものにし、そして忘れられない ります。
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HIGHLIGHTS

フォルトナ大前 が誕生!！
Neuer Fortune: Genki Omae

15年ぶりにブンデスリーガ１部に戦場を戻し、前期13位という奮闘を見せてウィンターブレイクを迎えたフォルト
ナに、待望の日本人選手の加入が決定した。大前元紀、23歳。昨年までJリーグ１部の清水エスパルスで活躍し
た小さな巨人(166cm)が、後半戦のフォルトナの攻撃陣をより強化する。
大前は高校生時代には数々の
大会で得点王に輝き、全国高校
選手権でも優勝。高校選抜として
デュッセルドルフに来独した経験
を持つ。その後清水エスパルスに
加入し、その類まれな得点能力

に磨きをかけ、2011シーズンにス
タメンに定着すると、ゴールを量
産。2012シーズンには、カップ戦
と合わせて18得点を決めた男は、
フォルトナスカウトをも唸らせ、ド
イツへの扉を開くこととなった。背

Genki Omae (39)

番号は39、ここから這い上がって
いくんだという気持ちも込めて、こ
の番号を選んだ大前。デュッセル
ドルフに住む8000人の日本人の
期待を一身に受け、サッカー王国
ドイツでの新しい挑戦が始まる。

HIGHLIGHTS

Mathis
Bolly (34)

Robert
Tesche (8)
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Martin
Latka (28)

ニューフェイスたち

Weitere Winterneuzugänge der Fortuna
マティス・ボリー Mathis Bolly
この冬の2人目の補強となった
のはマティス・ボリー。ノルウェー
クラブリーレシュトロームSKから
加入のボリーは、コートジボアー
ル人とノルウェー人の両親の血を
引く快速サイドアタッカー。スペイ
ンキャンプでそのポテンシャルの
高さを示し、一気に期待される存
在に。

ェは中盤を落ち着かせることが
出来る貴重なボランチ。25歳なが
ら、すでにブンデスリーガで100試
合以上に出場している経験豊富
な選手であり、フォルトナの舵取り
を任される。

マーティン・ラトカ Martin Latka
怪我人が続くセンターバックの
補強に向け、素早く動いたフォル
トナ。ラトカは各年代の代表を経
ロベルト・テッシェ Robert Tesche 験してきたチェコを代表するセン
ハンブルガーSVより半年間のレ ターバックで、2012年いっぱいで
ンタルで加入したロベルト・テッシ 前所属クラブのスラヴィア・プラハ

との契約が切れたタイミングでデ
ュッセルドルフへ。193cmと長身な
がら、技術も持ち合わせているラ
トカが、最終ラインを強固なもの
にしてくれるはず。
クリスチャン・ラミレス
Cristian Ramírez
１８歳ながらエクアドルU20で活
躍しているラミレス。多くのクラブ
が熱視線を送る中、フォルトナへ
の加入を決断した左サイドDFが、
デュッセルドルフのサポーターを
盛り上げてくれることに期待。
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追撃も惜しくも追いつけず
Fortunas Aufholjagd wurde nicht belohnt
12月15日に行われたハノーファー
戦から約1ヶ月、ブンデスリーガの
後期リーグが再開し、1部残留の
目標に向けて、フォルトナはホー
ムにFCアウグスブルクを迎え撃っ
た。
試合は開始早々から猛攻を仕掛
けるアウグスブルクに対し、安定
感を欠くフォルトナという展開。そ
して40分にDFフアナンとGKギーフ
ァーがコミュニケーションミスで簡
単にボールを奪われ、先制点を決
められてしまう。その5分後には、
韓国人FWクジャチェルに追加点を
決められ、２点ビハインドでハーフ
タイムへ。なんとか流れを変えた
いマイヤー監督は、後半より新加
入のテッシェと、エースのシャヒン

を投入して活性化を図ると、徐々
に試合を優位に進められるように
なる。69分にはさらに大前元紀を
投入したが、その直後にギーファー
がクリアしようとしたボールをその
まま押し込まれ、不用意な失点で点
差を広げられてしまう。それでも最
後まで諦めずに猛攻を仕掛けたフ
ォルトナは、その後ライジンガーの
2ゴールなどで1点差に迫ったが、
あと１点が遠く、大事な後期開幕
戦を落とす結果となった。
前節はフォルトナの良い部分と悪
い部分の両方が出た試合となっ
たため、マイヤー監督は徹底して
90分間集中することを選手に伝
え、次節のボルシア・メルヒェング
ラッドバッハ戦を迎えた。しかし立

F95 2-3 FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach 2-1 F95

ち上がりから常に相手にイニシア
ティブを取られ、最初の15分間で
オウンゴールを含む2点のリード
を許してしまう。それでも落ち着
きを取り戻すと、徐々に試合を引
き戻す。そして50分にはシャヒン
がPKを決めて1点差となると、試
合はシーソーゲームに。マイヤー
監督は73分に大前を投入し、右
サイドからの攻撃に厚みを出そ
うとするも、逆にメルヒェングラッ
ドバッハも追加点を奪いにフォル
トナゴールへ襲いかかる。ギーフ
ァーのファインセーブもあり、さら
なる失点はしなかったものの、試
合は2－1のままタイムアップとな
り、2013年の初勝利は再びお預
けとなってしまった。

HIGHLIGHTS
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F95 3-1 VfB Stuttgart

素晴らしい速攻で完勝！！

Mit starkem Konterspiel zum verdienten Heimsieg
なんとしても勝ち点が欲しいフォ
ルトナは、20節はホームにシュツッ
トガルトを迎えた。すると45000人
の観客が見守る中、フォルトナイレ
ブンが90分間集中した戦いを見せ
る。まずは10分、フリーキックの混
戦からロビー・クルースが先制点

を流し込むと、37分にも再びクルー
スが、ケン・イルスェのスルーパス
を受けて冷静に2点目を奪取する。
後半に入り、シュツットガルトの猛
攻を受け1点を返されるも、途中交
代で投入されたオリバー・フィンク
が、速攻から試合を決定づけるミド

ルシュートを沈め、リードを2点に広
げると、最後までこのリードを守り、
タイムアップ。ボール支配率こそ3
：7と圧倒されながら、最後まで集
中したディフェンスを見せたフォル
トナが、後期3節目にしてようやく勝
ち点3を獲得することに成功した。
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39 / GENKI OMAE
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39 / GENKI OMAE
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大前元紀
フォルトナやデュッセルドルフの最
初の印象は？
ドイツに着いてすぐまたスペイン
キャンプだったので、最初は街自
体は分からなかったですが、5年前
に(高校選抜で)来て日本人小学校
を訪問したことなども記憶にあり、
日本との関わりが深い街であるこ
とは知っていました。
フォルトナについては、守備的な
チームということは聞いていました
が、思った以上だったので、これま
で経験したことのない(守備への)
要求も多く、日々考えながら練習
に励んでいます。

常に陽気で簡単な英語と身振り手
振りで話しかけてくれるので、すぐ
に仲良くなれました。日本が相当
好きらしく、息子の名前を日本名に
したくらいですから、日本の話をし
てもとても楽しそうに聞いてくれま
す。
それからケン(イルスェ)もアジアが
好きな選手のひとり。すでに何度
か一緒に日本食を食べに行きまし
たし、次の夏の休みは日本に行き
たいなんて言ってくれてます。プレ
ースタイルも自分に合いそうで、練
習でも良く一緒にボールを蹴って
います。

チームには溶け込めていますか？
選手たちはとても優しく、温かく迎
えて入れてくれたので、かなり溶け
込めていると思います。今は通訳
の瀬田さんがいてくれていますが、
少しでも早くドイツ語を覚えて、選
手たちともっとコミュニケーションが
取れるようになりたいです。

日本人対決は楽しみですか？
ブンデスリーガ１部半分位のチー
ムに日本人選手が所属しているの
で、2試合に1回は日本人対決にな
ります。その中でも、同年代の選手
や元チームメート(岡崎選手/シュツ
ットガルト)との対戦は、特別楽しみ
です。彼らとヨーロッパの地で対戦
出来るなんてやっぱり嬉しいです
よ。ユニフォーム交換も楽しみです
(笑)。

特に仲の良い選手は誰ですか？
最初のスペインキャンプで同部
屋だったナンド(ラファエル)は、非

フォルトナでの目標は何ですか？
チームとしては、しっかり１部に残
留すること。そして、個人としては
少しでも多くの点を決めて、チーム
の勝利に貢献することですね。
日本人のサポーターに一言。
フォルトナは(デュッセルドルフの)
日本人社会でもすでに有名なクラ
ブですが、僕が加入したことで、こ
れまでESPRITアリーナに来たこと
がなかった方々にも足を運んでも
らえるようになれば嬉しいです。ま
たしっかり結果を残すことで、日本
へ良いニュースを届けるよう頑張り
ます。(ESPRIT)アリーナでお待ちし
ておりますので、是非とも皆さん応
援よろしくお願い致します。

Genki Omae

39

ポジション: offensives Mittelfeld
背番号: 39
生年月日: 10.12.1989
身長: 1,66
体重: 67 kg
足のサイズ: 40
国籍: Japan
加入年: 01/2013
出身地: Kanagawa, Japan
現住地: Düsseldorf
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STADTWERKE DÜSSELDORF WINTERCUP

優勝はドルトムントに。
Borussia Dortmund
gewinnt den Wintercup

今年で第７回目となったシュタッ
トヴェルケデュッセルドルフ・ウィ
ンターカップ2013は、昨季のリー
グとドイツ杯の覇者であるボルシ
ア・ドルトムントの優勝で幕を閉じ
た。45分1本ずつで行われたこの
大会が行われた１月15日(日)は、
あいにくの大雪の見舞われたが、
閉会式のESPRITアリーナは屋根

を閉じた状態で室内温度も適温に
保っていたため、非常に好条件で
この日を迎えることが出来た。また
今回は、初めてドイツ国外からベ
ルギーの強豪スタンダール・リエー
ジュ(以下、リエージュ)を招待する
など、同大会のインターナショナル
な広がりを見せ始めていることを
証明する大会となった。

ホストクラブであり、昨年の優勝ク
ラブでもあるフォルトナは、初戦は
ドルトムントに0－1で惜敗、3位決
定戦ではリエージュにPK戦の末敗
れ、4位で同大会を終えることとな
ったが、1週間後に開幕する後期リ
ーグに向けて、いろいろと課題が
見えたという意味でも、重要な一日
となった。

1回戦

STADTWERKE DÜSSELDORF WINTERCUP 13

F95 0-1 Dortmund

デュッセルドルフで行う2013年最初
の試合は王者ドルトムントとの対戦。
試合は開始から王者がその貫禄を
見せる。中盤でのボール支配から、
何度となくフォルトナDFラインの裏へ

パスを送り、シュートチャンスを演出
する。フォルトナもカウンターで応戦
するが、22分にドイツ代表FWのマル
コ・ロイスに決勝点を決められてしま
う。なんとか同点にしたいフォルトナ

だったが、最後のパスの精度を欠き、
決定的なシーンを作れないまま、45
分が過ぎ、タイムアップ。その結果、
第２試合で1.FSVマインツに敗れたリ
エージュと3位決定戦へ回った。

3位決定戦

F95 2-2 (PK4-5) Standard Lüttich

新加入の大前が先発したリエー
ジュとの一戦は、フォルトナの電光
石火の攻撃から幕を開ける。まず
はイルスェが開始1分にクルース
からのパスを受けて冷静に決めて
先制に成功すると、その4分後には
そのクルースが裏に抜け出して自
ら決めて、点差を２点に広げる。そ
の後も大前の素晴らしいスルーパ
スや、サイドからのコンビネーショ
ンから攻勢に出たフォルトナだった
が、追加点は奪えなかった。すると
徐々に試合はリエージュに傾き始
め、まずは大前が自陣ペナルティ
エリア内でファールを犯し、PKを献
上し、2－1とされてしまう(20分)。さ
らに34分にはセンタリングから豪快
な同点ヘディングシュートを決めら
れてしまい、試合の行方はPK戦へ
ともつれ込んだ。5人目のイルスェ

が失敗したフォルトナに対し、5人
全員が成功したリエージュがこの

試合に勝利し、その結果、フォルト
ナの4位が決定した。
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スペインキャンプ

Trainingslager in Marbella
フォルトナトップチームは1月2日
～10日までの間、マイナスの世
界を飛び出し、暖かい南スペイン
のマルベリャで8日間のキャンプ
を行った。日中は18度前後まで
上がる快適な気候の中、新加入
の大前、ボリーの両選手も参加
したこのキャンプでは、体力作り
から戦術の確認まで、充実したト
レーニングを実施。また、トレー
ニングマッチとしては、同じブンデ
スリーガ1部クラブの1.FSVマイン

2試合目のテストマッチではキャ
プテンマークを巻いて右ウィング
のポジションに入った大前。前半
に惜しいヘディングシュートを放
つなど、ゴールへの気迫を見せ
たが、初得点には至らなかった。
なお、試合はもう一人の新加入ボ
リーの活躍もあり、4-1でフォルト
ナが勝利を収め、良い形でキャン
プを締めくくった。

ツと、ベルギー1部クラブのRAEC
モンスとそれぞれ対戦し、リーグ
戦再開に向けての調整を行っ
た。
大前は最初のトレーニングマッ
チとなったマインツ戦で、前半は
4－2－3－1のトップ下に、後半
は左のサイドアタッカーとして出
場。60分すぎに交代するまでコ
ーナーキックを任されるなどした
が、試合は0－3で敗れ、課題の
残る結果に。
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スポンサー・オブ・ザ・デー
HITACHI Sponsor of the day

フォルトナの後期リーグは1月20
日(日)、ホームにてFCアウグス
ブルクとの対戦で再開された。
試合は2－3で敗れたが、この日
スポンサー・オブ・ザ・デーを努
めたHITACHIがTVとプロジェクタ

HITACHIキッズがアウグスブルクの選手らをエスコート

景品の当選者を発表する山本ヨーロッパ社長(左)

ーが当たるアクションを展開、ま
た14000本のオリジナルマフラー
をフォルトナファンのために用意
し、大好評を博した。さらに、同社

社員のお子様らがエスコートキッ
ズを務めるなど、後半戦のフォル
トナのスタートを全面サポートし
た。
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ウォシュレット、はじめました。
The WASHLET EK (European K) is our new entry-level
WASHLET, and can be fitted to any TOTO toilet to add our
tried-and-tested WASHLET technology. The warm-water jet
ensures users always leave feeling clean and refreshed, whilst
a fixed control panel makes sure that, despite being packed
with technology, it’s still easy to use. Like all our other models,
the European K features an energysaving mode, allowing
the heated seat to be switched off for six or nine hours.
For more information on this or the range of TOTO products
available, please visit our website or the showroom of Sievert.

eu.toto.com

TOTO App

TOTO-products are available at the showroom of:
SIEVERT Zweigniederlassung der
J.W. Zander GmbH & Co. KG Essen
Erkrather Straße 341 · 40231 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 99 37-196 · Fax: 0211 / 99 37-190
E-Mail: t.biesemann@zander-gruppe.de
...über 60 Standorte bundesweit.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.zander-gruppe.de

FACHGROSSHANDEL HAUSTECHNIK
Elektro
·
Heizung
·
Sanitär

