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ブンデスリーガ1部昇格！！
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 日頃より温かいご声援をいただき、誠
に有難うございます。2017/18シーズン
が終了いたしましたが、まずは皆様に
今シーズンの2部リーグ優勝及び、来
シーズンのブンデスリーガ1部昇格を
ご報告させていただきます。
 フォルトゥナにとっては6年振り6回目
の1部リーグ昇格となりますが、フリー
ドヘルム・フンケル監督にとっても自身
6度目となる1部昇格になり、“6尽くし
の昇格”となりました。先日はデュッセ
ルドルフ市庁舎前の広場で、1万5千
人を超える多くのファンの方々ととも
にこの昇格をお祝いさせていただきま
したが、フォルトゥナにとっても、そして
デュッセルドルフ市にとっても、非常に
喜ばしいニュースになったかと思いま
す。

 私個人としても、クラブのフロントスタ
ッフとして10年目を迎えた今シーズン

に、このようなメモリアルな瞬間を過
ごせたことを大変光栄に思っておりま
す。昨シーズン、そして一昨シーズン
は、終盤まで残留争いに巻き込まれ、
その中でクラブ一丸となって歯を食い
しばって踏みとどまってまいりました
が、そのときの“踏ん張り”が今年のチ
ームの土台となり、素晴らしい一体感
を持ってこの1年間を戦い抜くことがで
きました。そしてその中で、昨年の夏
には宇佐美貴史、また今年の冬には
原口元気という、日本を代表するトップ
選手をチームに迎えることができ、彼
らの活躍とともにこの昇格を掴み取る
ことができたことは、一人の日本人と
して非常に誇らしいことと思っておりま
す。
 また大変有り難いことに、今では多く
の日系企業の方々にご支援いただけ
るようになりましたが、それだけでなく
スタジアムでも毎試合のように多くの

日本人サポーターの姿を目にするこ
とができるようになりました。そんな日
本人のフォルトゥナファンの皆様ととも
に、この2部リーグ制覇と1部リーグ昇
格を分かち合えたことは、何にも変え
がたい喜びとなりました。改めてクラブ
チームスタッフ一同を代表して、心より
御礼申し上げます。

 いよいよ今年の夏からは、このデュッ
セルドルフにあの熱狂的なブンデスリ
ーガが戻ってきます。バイエルンが、ド
ルトムントが、シャルケが、そのほか多
くのドイツのトップクラブが、この街に
やってまいります。しかしフォルトゥナ
はこの街に暮らすみんなのクラブです
から。是非とも来シーズンも“我が街の
クラブ”へ、これまでと変わらない応援
をお願いいたします。スタジアムで一
人でも多くの日本人サポーターの姿を
見かけることを楽しみにしております。

GRUSSWORT

「フォルトゥナはこの街に暮らすみんなのクラブ」

瀬田元吾 / フォルトゥナ・デュッセルドルフ日本デスク
Gengo Seta, Fortuna Düsseldorf Japan Desk
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USAMI

 今年のブンデスリーガ2部は18チ
ーム全ての力が拮抗したリーグだ
った。上位チームも下位チームも関
係なく、毎節勝敗によって順位が入
れ替わる、まさに激戦のシーズンと
なったが、その中でもフォルトゥナ
は、開幕から3試合を消化した時点
で3位を確保すると(1位・2位は自動
昇格、3位は1部16位と入れ替え戦)
、その後一度も“トップスリー”から順
位を落とすことなく、第32節のアウェ
ーでのドレスデンを迎えていた。

 この試合で勝利することで2位以
内を確定することができるフォルト
ゥナは、宇佐美貴史、原口元気
の日本人コンビもスタメンに名
を連ねてキックオフを迎えた。す
ると開始早々の7分、スローイン
からボールを受けたマルセル・
ゾボットゥカが素早く中央のフロ
ーリアン・ノイハウスへパスを送
ると、そのままドリブルで持ち上
がったノイハウスが、ペナルティ
エリア外から左足を一閃。する

とボールはドレスデンゴールに
吸い込まれ、幸先良くフォルトゥ
ナが先制点を奪うことに成功す
る。
 しかし前半を1点リードで折り返
したフォルトゥナだったが、後半
はドレスデンに幾度となく危ない
シーンを作られると、64分には
カウンター攻撃から同点ゴール
を奪われてしまう。その後は両
チームともに決定機を作るも、
なかなかゴールネットを揺らすこ
とができずに時間が過ぎていく。
 そして同点のまま迎えたロスタ
イム、ついにその瞬間が訪れる
ことに。素早いカウンター攻撃
を仕掛けたフォルトゥナは、ノイ
ハウスからロウヴェン・ヘニング
スへラストパス。そしてエースが
左足で強烈なミドルシュートを
放つと、これが相手GKの右脇を
抜けてゴールイン。結局この劇
的なロスタイム弾が決勝点とな
り、2-1でアウェー勝利を収めた
フォルトゥナが、今シーズンの2
位以内を自力で確定させ、これ
によりあと2試合を残して、ブン
デスリーガ1部昇格が決定する
こととなった。

Der sechste Bundesliga-Aufstieg ist perfekt!

6度目のブンデスリーガ1部昇格決定！

 今シーズンのフォルトゥナは、第3節に1部リーグ昇格圏内である3位となってから、一度もトップスリーから
順位を落とさずに上位争いを演じてきた。そして第32節のディナモ・ドレスデン戦で2-1の勝利を収めた結
果、シーズン2試合を残して2位以内を確定させ、これにより6年振り6度目のブンデスリーガ昇格が決定する
こととなった。

 32. Dresden 1-2 F95
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 昨年のドイツ杯ボルシアMG戦以
来、5万枚がソールドアウトとなった
ホーム最終戦の相手は、3部リー
グから昇格してきたばかりながら3
位で入れ替え戦に進むこととなっ
たホルシュタイン・キール。圧倒的
な攻撃力を誇る相手との対戦は、
開始早々から激しい攻防戦とな
る。試合が動いたのは75分、途中
投入されたベニート・ラマンがヘニ
ングスからのパスを流し込み、均
衡を破ることに成功する。しかし喜
んだのも束の間、その2分後には
同点ゴールを奪われ、結局この一
戦は1-1の引き分けとなった。

 今シーズン最終戦は、フォルトゥ
ナ同様にすでにブンデスリーガ1
部への昇格を確定させた1.FCニ
ュルンベルクとの対戦に。獲得勝
ち点数で並ぶも、得失点差でフォ
ルトゥナをわずかに上回る相手
と、まさにリーグ優勝を懸けた戦
いに挑むこととなったフォルトゥナ
だったが、試合は立ち上がりの5
分と13分に立て続けに失点してし
まう。それでもそこからスイッチの
入ったフォルトゥナは、原口、ヘニ
ングスが続け様に決定機を作る
と、37分には宇佐美が技ありのヘ
ディングシュートを決め、1点差と

してハーフタイムを迎えることとな
る。
 後半に入り、さらに攻勢に出るフ
ォルトゥナは59分、ギーゼルマン
が芸術的なミドルシュートで同点
に追いつくと、ドラマは再びロスタ
イムに待っていた。左サイドから
のセンタリングにカーン・アイハン
が頭で合わせると、ボールはワン
バウンドしながらニュルンベルク
ゴールへ。結局これが決勝点とな
り、3-2の大逆転勝利を収めたフ
ォルトゥナが、文句なしのブンデス
リーガ2部王者となることが決定し
た。

Meisterschaft dank Last-Minute-Sieg
大逆転勝利で2部リーグ制覇！
 前節のドレスデン戦で2位以内を確定させたフォルトゥナは、ホーム最終戦となったホルシュタイン・キー
ル戦を1-1で引き分けたのち、最終節ではフォルトゥナに続いて1部昇格を確定させた1.FCニュルンベルク
と対戦。試合は立ち上がりに2失点を許すも、宇佐美とニコ・ギーゼルマンの得点で同点に追いつくと、後
半ロスタイムに決勝点を奪うことに成功。これにより大逆転でリーグ優勝を達成することとなった。

 33. F95 1-1 Kiel

 34. Nürnberg 2-3 F95
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 1. F95 2-2 Braunschweig  4. F95 2-0 Kaiserslautern

 5. F95 3-2 Union Berlin  6. Greuther Fürth 3-1 F95

 7. F95 1-0 Regensburg

12 111
34

7

1 節 2節 3節 4節 5節 6節 7 節 8節

japan.f95.de6

F 95



 8. St. Pauli 1-2 F95

 11. F95 1-0 Darmstadt  14. Ingolstadt 1-0 F95

 12. Bochum 0-0 F95  17. F95 0-2 Nürnberg

22 3211111
9節 10節 11 節 12 節 13 節 14 節 15 節 16 節 17 節
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XXXXXXXXXXXX 19. F95 2-1 Aue  21. F95 1-0 Sandhausen

 25. F95 2-1 St. Pauli 23. F95 1-1 Greuther Fürth

 24. Regensburg 4-3 F95

22 111111 1
18 節 26節19 節 20節 21 節 22節 23節 24節 25節
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 27. F95 4-2 Bielefeld  29. F95 1-2 Bochum

 30. Heidenheim 3-1 F95  31. F95 3-0 Ingolstadt

 26. F95 2-1 Duisburg

21 111111
27節 28節 29節 30 節 31 節 32節 33節 34節
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 24 / Justin Toshiki Kinjo 金城ジャスティン俊樹
 25 / Genki Haraguchi原口元気
 33 / Takashi Usami宇佐美貴史

FORTUNA 
JAPAN 

TRIO



Kinjo x Haraguchi x Usami

今シーズンの最初、日本人としてはジャス
ティン1人だったわけだけど、タカシが加入
すると聞いたときどうだった？

J：タカシくんが来ると聞いたときは単純に
嬉しかったです。一緒にプレーすることで
そこから色々なことが学べると思いました。

G: そうなんだ、でもそんなに学ぶところな
んてなかったでしょ(笑)

T：何言っているんだよ、学ぶとこだらけだ
ったでしょ？

J：(笑)とにかく一緒にできることが楽しみで
したよ。

タカシはフォルトゥナに加入してすぐにデビュー
を迎えたわけだけど、そのときはどんな気持ち
だった？

T：なんだろう。でもどれだけ早く自分のコンディ
ションをトップに戻せるかなって思ってました。

そのデビュー戦(ウニオン・ベルリン戦)でいきな
りゴールを決めたよね。

T：俺ってやっぱ持ってるなって思いましたね。
これまでも結構、そういう節目の試合では決め
ていたので、相変わらずの勝負強さやなって。
それに、どうせ決められないだろうなと思いな
がらやるとうまく決まったりするんで。しかもあ
の試合、ギリギリで逆転勝ちしたじゃないです

か(*ロスタイムの勝ち越しゴールで3-2の勝利)。
あそこから一気に連勝が続いていったから、
その勢いを作ることができたかなって思います
ね。

前期はなかなかスタメンに定着できない日々
だったけど、どんなきっかけで後半戦の好パフ
ォーマンスにつながったのかな？

T：(前期は)何か変えなくちゃとはずっと思って
いました。コンディションがなかなか上がらない
中で、どうすればいいのか考えていたタイミン
グで冬のオフに入って。そこで一回日本に帰っ
て、改めてしっかりと自分を見直すことができ
たし、運良く(自分に必要な)人との出会いもあ
ったりして。そこからちょっとずつ食事の食べ方
を変えてみたり、色々変化をもたらしていった
結果、身体からの反応も良かったりして。そう
いうインターバル期間での取り組みが良い形
の積み重ねになって、後半のパフォーマンスに
つながっていったというのはあります。

 2017/18シーズンのフォルトゥナは、まさに“日本人フィーバー”だった。サイン会を開けば長蛇の列となり、試
合でも宇佐美、原口の両選手は大車輪の活躍。若手の金城も日々のトレーニングで2人から多くの刺激を受
け、U23チームで得点を決めるなど経験を積んだ。そんな“フォルトゥナ日本人トリオ”に、今シーズンを振り返
ってもらった。

*文中の表記は、金城ジャスティン俊樹：ジャスティン・J / 宇佐美貴史：タカシ・T /原口元気：ゲンキ・G

金城x原口x宇佐美

「やっぱ持ってるなって(宇佐美)」

japan.f95.de 13
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「一緒にプレーするつもりで来たところはありました(原口)」
2部リーグで戦うタカシの様子を、移籍し
て来る前のゲンキはどう見てたかな？ 
(フォルトゥナへの)移籍を決断する上
で、タカシの存在は大きかった？

G：俺もここへは自分で決断して来たん
ですけどね。もちろん(2部に移籍するこ
とに)抵抗がなかったわけではないです
けど。そういう中でタカシが強い覚悟で
(半年前に)2部移籍を決めて、その中で
やっているというのは感じていたし、そ
ういうのを見ていたというのもあって、自
分も覚悟を持ってここに来ることを決め
たってのはありますよね。

(タカシに続いて)ゲンキも来るって決まっ
たとき、ジャスティンはどう思ったかな？

T：「ハラグチ来るらしいっすよ」って呼び
捨てだったよな？ 「インスタグラムでハ
ラグチがフォルトゥナをフォローしたらし
いですけど、本当に来るんですか？」っ
て言ってたもんな。

J：(笑)でも宇佐美くんも含めて、元々僕
にとっては呼び捨てしちゃうくらい、2人
とも遠い存在でしたから。やっぱり来る
ってなったときは嬉しかったです。　

報道で(はゲンキとタカシの)ポジション
が重なるのでは、なんて書かれていた
けど。

T：どうだろう、でもすぐに(ゲンキくんに)
連絡したら、「半年頼むわ」って感じで。
ポジション被ってるやん、ってことは不
思議とあんまり思わなかったですね。
チームにとってプラスになるだろうし、と
にかく良い選手が来るなって感じでした
ね。しかもゲンキくん来てすぐの試合で
自分がゴールを決めれて。あー、これ
はここにいろってことだなって思ってまし
た。

ゲンキが加入して、すぐに(途中交代
で)2人揃ってピッチに立ったわけだけ
ど。

G：俺はとにかくサッカーがしたかった
んで。サッカーするためにここに来た
し、だから久しぶりにサッカーできて楽
しかったし、タカシも一緒に出て良かっ
たですよね。それにここに来る前に(フ
ンケル)監督と話したときに、タカシが右
で俺が左で考えているって言われてま
したから。最初からそのイメージで、一
緒にプレーするつもりで来たところはあ
りました。

T：え、俺はそんなの聞いてなかったけ
ど。(冬のキャンプ後は)トップ下やるイ
メージも少しあったんですけどね(笑)。

ゲンキはフォルトゥナで良いスタートを
切った中での(3試合目での)脳震盪だ
ったよね。

G：まあでもあれは事故ですから。怪我
したあとの1ヶ月はほんとしんどかった
けど。でも過ぎちゃえば、ただの事故だ
ったという感じです。

japan.f95.de14
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ゲンキが負傷離脱した直後からタカシ
の4試合連続ゴール(+2アシスト)にな
るんだけど、何かきっかけはあったの
かな？

T：ゲンキくんが離脱してすぐのフュル
ト戦で右サイドで途中出場してゴール
を決めたんです。その次の試合でスタ
メンのチャンスをもらったんですけど、
「あ、ここ正念場やな」って。ゲンキく
んが怪我から戻って来れば左サイド
で出ると思ってましたし、ここでしっか
りと右サイドのポジションを固めなくち
ゃなと。そういう良い緊張感を持って
挑んだ結果、1ゴール1アシストを決め
ることができました(*試合は3-4で敗
戦)。結局そこから4試合連続ゴール
となったので、ヨシヨシって感じでした
ね。

主力に定着していく2人をジャスティン
はどう見ていたかな？

J：自分自身がなかなか試合に絡めな
いことが悔しかったです。でもとにかく
日々の練習で2人からいろいろなこと
を学べたのは大きかったかなと。

T：具体的にどういうところが勉強にな
ったの？

J: サッカー面で言えばシュートの技術
とか。とにかく一緒にやらせてもらうだ

けでもすごく勉強になってました。いつ
か彼らようになりたいとは思ってます
から、2人の存在や活躍は、常に僕の
モチベーションになってました。

G：でも本当にこの半年、楽しかったよ
ね。ロッカー内もそうだし、それ以外でも
みんなで食事したりね。

2人からアドバイスしてもらうことは？

J：練習中からいっぱい言ってくれてま
したし、それは本当に有難いことでし
た。今までドイツに来てからそういうこ
とはほとんどなかったので。

G：ジャスティンは基本的な技術はし
っかりしているから。それがベースだ
と思うし、プラスアルファーで力強さと
か、球際で(ボールを)取りきるという
か。それができていれば技術的にはこ
のチームでもチャンスはあったかなと。
まあ強いて言えば、明確な武器が1つ
2つあればいいかなと思いますね。

T：それはほんと同感。潰しにいくとき
はガッツリいくとか。50:50のボールを
しっかり取りきる姿勢は大事。どうして
も球際で(ジャスティンの)優しさが出ち
ゃうときがあるから。それができればジ
ャスティンは走れるしボールもさばける
し。あとはミドルシュートを打てるとい
いかな。ボールをさばくタイプの選手
は、(ミドル)シュートがあると思われる
かそうじゃないかで、相手の寄せ方も
変わってくるし、そうすればまた別のパ
スコースも生まれたりするので。そうい
うところを意識してやっていくといいと
思います。

「あ、ここ正念場やな(宇佐美)」

「2人からいろいろなことを学べた(金城)」

japan.f95.de 15
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チームの話に戻るけど、シーズン終盤に
昇格が見えてきたところで3連敗があった
よね。

T：俺は(一度G大阪に戻ったときに)J2で
の経験があるので。そこでJ1昇格を経験
したけど、必ず昇格を前にそういう感じに
なるって思っていたというか。絶対勢いだ
けでは最後まではいけないとは思ってまし
たけど、3連敗したあとのインゴルシュタッ
ト戦で勝てれば、きっと大丈夫って思って
るとこはありました。ニュルンベルクやキ
ールとの差も、シーズン通じて開いたり縮
んだりしてましたけど、正直どこのチーム
も抜きん出た力の差があるわけではなか
ったので。とにかくこうなると思っていたの
で、(3連敗してしまったことも)驚くことでは
なかったです。

G：正直なところ、今シーズンの勝った試
合と負けた試合で、そんなに大きな差は
なかったかなとは思いますけどね。でもま
あ、インゴルシュタット戦は監督も少しピリ
ピリしていたというか、いつもよりももっと
やれという感じはありました。それに選手
からもいつも以上に頑張る姿勢が見れた
し、それがいい結果につながったかなと。
ああいう大事な試合で勝つことができたと
いうのが昇格に値するのかなと思います。

今年のチームが昇格を掴めた要因は何
かな？

T：まず今年のチームの選手はクオリティ
が高かったと思います。その中で若い選
手たちの勢いを、ボッツェ(アダム・ボッツ

ェック)やオリー(オリバー・フィンク)がうま
くコントロールしていて。ベテランもサボる
選手がいなかったし、とにかく選手それぞ
れのキャラクターが良かったです。それが
結果につながった要因の1つだとは思いま
す。

G：このチームに来たときの最初の第一印
象は、若い選手も多し、みんなすごく大人

しいなって。でもその分、みんな真面目と
いうか、しっかり練習やっているイメージが
あって。そういうことが結果につながったと
思いますね。

J：僕はこのクラブで３シーズン目になりま
すけど、今年は選手がみんな仲が良かっ
たし、一体感があったというか。前の2シ
ーズンは少し輪を乱す選手がいたけど、
今のチームにはそういう選手もいなかった
し、とにかくいい雰囲気だったと思います。

今シーズンの個人的なハイライトは。

T：やっぱりデビュー戦のゴールかな。や
っぱりあのゴールでいい感じで(チームに)
入ることができたのは大きかったと思いま
す。

G：特にこれっていうのを挙げるのは難し
いけど、3連敗後のインゴルシュタット戦で
早い時間帯に先制点をアシストできたこ
とかな。その前の負けた3試合は全て先
制されていただけに、この試合でも先制さ
れると難しい空気になっちゃうかなと思っ
ていたので。そんな中で早い時間帯に先
制点を奪えたという意味でも、大事なゴー
ルだったかなと思います。まあ、俺のゴー
ルではなくて、あくまでもアシストですけど
ね。

J：僕はトップチームの試合には出れてい
なかったので。強いて挙げれば、(ドイツ4
部リーグに所属する)U23チームでの出場
が多かったですが、そこで2試合連続で決
めたフリーキックですかね。

「仲が良かったし、一体感があった(金城)」

「大事なゴールだったかな(原口)」
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「やはりドイツでのサッカーの価値って高いんだな、と(宇佐美)」
「メンバーとして経験できたことは良かった(金城)」
「とにかくサッカーを楽しめた(原口)」

最後に今シーズンを振り返って一言ず
つ。

T：達成感はあります。2部とは言え、ド
イツに来て1つの大きな目標を達成で
きたことと、その目標に向けて戦うチー
ムの一喜一憂感というか、そういうもの
を経験できたのは良かったです。(アウ
ェーで)昇格を決めてデュッセルドルフ
に戻って来たとき、サポーターたちが
空港で盛大に出迎えてくれたのを見た
とき、やはりドイツでのサッカーの価値
ってすごく高いんだなと改めて思いまし
た。

J：1部昇格をチームのメンバーとして味
わえたのは良かったですし、そんな経
験をドイツでできている日本人選手は決
して多くないと思うので、それは嬉しいこ
とです。でもやはり(試合に出場する機
会がなくて)何もできなかったので、悔し
かったというのが正直な気持ちです。

G：俺にとってはとにかくサッカーを楽し
めたのが一番大きかったです。W杯を控
えている中で、試合に出なくちゃいけな
いのにヘルタ(ベルリン)ではなかなか難
しくて。サッカーとしても窮屈さを感じて
やっていたので、フォルトゥナに来てサ

ッカーに対する楽しさとか喜びを味わい
ながら、チームとして昇格に向けて戦え
たというこの半年は、本当にここに来て
間違ってなかったなというか、自分の判
断が正しかったなと言える半年だったと
思います。とにかく毎試合毎試合楽しく
できたし、それぞれが思い出に残ってい
ます。チームとして1試合ずつ勝利を重
ねて昇格に近づいていく感覚はとても
新鮮だったし、最終的にもきちんと昇格
を果たせましたし。あとはこれがちゃん
とW杯へつながってくれれば、自分にと
ってはベストな選択だったと誇れるかな
と思います。

　公私ともに仲が良く、チームにも良い雰囲気をもたらしていた3人。この対談からもその一部を垣間見ることができた。お互い
を尊敬し合い、そして高め合いながら、その中で自分の目標や成長をしっかりと考えて日々努力しているプロサッカー選手た
ち。彼らのこれからの更なる飛躍を心から期待したい。
*インタビュー:フォルトゥナ日本デスク・瀬田
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 ラストミニッツゴールで大逆転勝
利を収め、2部リーグ王者の称号
を手にニュルンベルクから戻って
きたフォルトゥナのトップチーム
は、その翌日にデュッセルドルフ
市庁舎で行われた優勝&昇格報
告イベントに参加することに。まず
ESPRITアリーナ駅に集合した選
手たちは、昇格を記念したデザイ
ンが施された地下鉄U78に乗り込
み、市庁舎を目指すこととなった。
そして数台のワゴン車に乗り換え

て市庁舎に到着すると、まずはト
ーマス・ガイゼル市長に優勝&昇
格を報告。市長からは祝福と労い
の言葉をかけられ、その後は“昇
格チーム”としての帳簿にトップチ
ーム全員がサインする儀式も行わ
れた。
 そしてその後、この日のために作
られた特設ステージに選手たちが
登場すると、市庁舎前広場に集ま
った1万5千人を超えるファンたち
のボルテージも最高潮に。キャプ

テンのオリバー・フィンクが改めて
2部優勝＆1部昇格を報告すると
共に、チーム全員で優勝のシャー
レを掲げ、その喜びを分かち合っ
た。
 最後は今シーズンいっぱいでク
ラブを去る選手たちのためのセレ
モニーも行われ、契約満了となる
金城ジャスティン俊樹に加え、レ
ンタル期間が満了となった原口元
気、宇佐美貴史の日本人トリオら
へも花束と記念品が贈呈された。

Aufstiegsfeier am Düsseldorfer Rathaus
市庁舎で優勝&昇格報告パーティー

 最終戦が行われた翌日の5月14日(月)、今シーズンのブンデスリーガ2部優勝を果たしたフォルトゥナは、デ
ュッセルドルフ市庁舎で行われた優勝&昇格報告イベントに参加し、トーマス・ガイゼル市長と市庁舎前広
場に集まった1万5千人を超えるファンと共に、その喜びを分かち合った。
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フォルトゥナ
1部昇格おめでとう！！

Restaurant KIKAKU
Klosterstraße 38, 40211 Düsseldorf

Tel: 0211 357853
www.kikaku.de




