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Match Day Programme

2015 プレナス
なでしこリーグ 2 部
第 8 節
＠津山陸上競技場

5月10日（日）
13:00 キックオフ

VS 日体大
SC横浜Interview
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試合日程表2015プレナスなでしこリーグ2部
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第19節 9/5(土) ASハリマアルビオン
 15:00 笠岡陸上競技場

第20節 9/13(日) アンジュヴィオレ広島
 16:00 広島広域公園第１球技場

第21節 9/21(月) ノジマステラ神奈川相模原
 15:00 シティライトスタジアム

第22節 9/26(土) 愛媛FCレディース
 13:00 愛媛県総合運動公園球技場

第23節 10/31(土) JAPANサッカーカレッジ
 12:00 津山陸上競技場

第24節 10/12(月) AC長野パルセイロ
 13:00 笠岡陸上競技場

第25節 8/23(日) 日体大SC横浜
 11:00 保土ヶ谷公園サッカー場

第26節 10/25(日) 福岡J・アンクラス
 14:00 倉敷運動公園陸上競技場

第27節 11/3(火) スフィーダ世田谷FC
 13:00 味の素フィールド西が丘
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発行：一般社団法人高梁スポーツクラブ　FC吉備国際大学シャルム　企画広報

第1節 3/29(日) スフィーダ世田谷FC
 13:00 シティライトスタジアム

第2節 4/5(日) ASハリマアルビオン
 13:00 姫路市立陸上競技場

第3節 4/12(日) アンジュヴィオレ広島
 13:00 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場

第4節 4/19(日) ノジマステラ神奈川相模原
 13:00 厚木市荻野運動公園競技場

第5節 4/26(日) 愛媛FCレディース
 13:00 津山陸上競技場

第6節 5/2(土) JAPANサッカーカレッジ
 12:00 胎内市総合グラウンド陸上競技場

第7節 5/6(水・祝) AC長野パルセイロ
 11:00 南長野運動公園総合球技場

第8節 5/10（日） 日体大SC横浜
 13:00 津山陸上競技場

第9節 5/16(土) 福岡J・アンクラス
 13:00 小郡市陸上競技場
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第10節 5/23(土) ASハリマアルビオン
 13:00 シティライトスタジアム

第11節 5/30(土) 日体大SC横浜
 13:00 保土ヶ谷公園サッカー場

第12節 6/7(日) アンジュヴィオレ広島
 13:00 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

第13節 6/28(日) AC長野パルセイロ
 13:00 津山陸上競技場

第14節 7/5(日) JAPANサッカーカレッジ
 15:00 シティライトスタジアム

第15節 7/12(日) 愛媛FCレディース
 13:00 愛媛県総合運動公園球技場

第16節 7/19(日) ノジマステラ神奈川相模原
 15:00 津山陸上競技場

第17節 7/25(土) 福岡J・アンクラス
 15:00 笠岡陸上競技場

第18節 8/1(土) スフィーダ世田谷FC
 14:00 多摩市陸上競技場

15 MF 高塚 綾音

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点

5月7日現在

順 位 表

ノジマ 15 5 0 2 ＋7

AC長野 19 6 1 0 ＋18

日体大 13 4 1 2 ＋2

Aハリマ 12 3 3 1 ＋7

JSCL 5 1 2 4 －8

吉備国大 4 1 1 5 －6

S世田谷 8 2 2 3 －6

EFCL 10 3 1 3 －3

福岡AN 5 1 2 4 －9

アンジュ 7 2 1 4 －2
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Q１｜第6節のJSCL戦で今季初勝利を挙げました。
　　　リーグ戦では2013年10月の大阪高槻戦以来の勝利になりました。
　　　待ちに待った勝利の感想をお願いします。
 
　「嬉しい」その一言に尽きます。やっとの思いで勝利することができ、私たちに
とって特別な瞬間でした。また勝つ喜びを改めて感じることができました。
 
Q２｜実はその２試合共にフル出場をしているのは
　　　チームで唯一高塚選手だけでした。
　　　当時と今の違いや心境の変化を聞かせてください。
 
　当時と比べ、今のチームは日頃からコミュニケーションを大事にしています。
　勝つためにスタッフと選手の両方から様々なアイディアを出し合い、いいと思うことは
積極的にチャレンジしています。そういう面からも一体感を感じることができています。
　個人としては、当時1年で今は3年という学年の違いからも、今は責任ということを強く
感じています。まずは自分自身がしっかりとプレーで勝利に貢献できるよう頑張りたいと
思います！

Q３｜先日、7月に行われるユニバーシアード2015競技大会
　　　の代表候補としてトレーニングキャンプに参加しました。
　　　大会に向けての想いや刺激になったことがあれば教えてください。
 
　レベルの高い選手達の中でプレーすることで、自分自身の課題や学びとして得る
ことがとても多かったです。また同時に、自分のプレーが通用するという自信も得
ることが出来ました。
　大会に出場することになれば、日本の大学生の代表であると同時に吉備国際大学
の代表としても試合に出場することになるので、強烈なインパクトと結果を残せる
ように頑張りたいと思っています！！

Q４｜最後にシャルムサポーターのみなさまへメッセージと
　　　今後の意気込みをお願いします！
 
　どんな時でも応援し続けてくださるサポーターの皆様には感謝しかありません。
本当にありがとうございます。私達にとって皆様の声援が大きな力になっています。
　歓喜の瞬間を味わえるようチーム一丸となり一部昇格に向けて勝ち進みたいと
思います！勝って全員で喜び合いましょう！！
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「アイディアを出し合い

  積極的にチャレンジ！」



NEXT HOME GAME ➡ VS ASハリマアルビオン　　5月23日(日)13:00＠シティライトスタジアム

Topics

シャルムグッズ情報 Goods
Information

高梁市観光協会 岡山放送㈱ 高梁自動車学校
㈱全観トラベルネッワーク ㈱備北オートセンター ㈱ミツバファクトリー
協同組合ポルカ 山陽新聞社 中村畳工業㈲
山陽放送㈱ 中国銀行 テレビせとうち㈱
トマト銀行 高梁支店 なるみ機工㈱ ネッツトヨタ岡山㈱
ニッポー印刷㈱ 近藤商会 山陽興産㈱
平松電業㈲ ㈱三美産業 東伸運輸㈱
備北バス㈱ 大杉病院 特別養護老人ホーム 白和荘
中村美容院 花のれん ㈱ゆめフク・ホーム
㈱小見山モータース 備中開発㈱ ㈱高梁国際ホテル
池田医院 インテリア・アリマツ㈲ ㈱川崎工業所
㈱パインツリーゴルフ ㈱川上林業 グリーンヒル順正
島自動車㈲ 大栄商事㈱ 備北タクシー㈱
松本物産㈲ ㈲三宅工務店 備北液化ガス販売㈱
㈲森下設備 ㈲リバティック 結まーる
㈲森自動車工場 友野印刷㈱ コムパス㈱
㈲NKS自動車 ㈲成羽自動車 ㈱竹本商事運輸
井上不動産㈲ 梶原乳業㈱

㈲土屋商店　　㈱ E.T コーポレション

2015新商品

NEWNEWNEW

■シャルムマフラータオル ■シャルム応援Tシャツ ■2015試合
　日程カレンダー

「スタジアムを黄色に染めよう‼」

一般 1,800円
会員 1,500円(税込)

一般 2,800円
会員 2,500円(税込) 1,000円(税込)

「歓喜をともに！」
シャルムに関わるすべての人々が笑顔で繋がり、
ゴールを目指して挑み続ける。
そして、歓喜の瞬間、喜びを分かち合おう！

★今シーズンからの新たな特典

ライト会員ライト会員 1,000円1,000円

レギュラー会員レギュラー会員 3,000円3,000円

ゴールド会員ゴールド会員 10,000円10,000円

　　　　  特 典 内 容

会員証 兼 来場ポイントカード 発行
メールマガジン 配信
なでしこリーグ2015
ホームゲーム観戦チケット
シャルムお楽Ｃみイベント

（会員限定）参加権利
★シャルムグッズ　割引
★サポートショップ　特典
★クラブ広報誌　年２回
　（7月、12月発送予定）

ライト会員

○
○

1枚

○

○
○

―

レギュラー会員

○
○

3枚

○

○
○

○

ゴールド会員

○
○

シーズンパス

○

○
○

○

FC吉備国際大学シャルムファンクラブFC吉備国際大学シャルムファンクラブ

●年会費

●ファンクラブ会員特典 来場ポイントに応じて、
　ステキな景品をプレゼント！！

高  梁
公式ユニフォームスポンサー

地域貢献用ウェアスポンサー

フィールド看板スポンサー

プロモーションパートナー

バナー広告スポンサー

ホーム運営用ウェアスポンサー

岡山県自動車整備振興会　　そらり㈱

サポートカンパニー

オフィシャルサプライヤー

2015シャルムオフィシャルスポンサー

5月7日現在　順不同

有限会社エル・ビー

シャルムイエローの応援Ｔシャツです。
背中にはサポーターナンバー「12」と

「My Best DREAM」が入っています。
ポリエステル１００％　サイズ：S、M、L、XL

2015年４月～2016年3月までのカレンダー。
2015シーズンのなでしこリーグ、 
シャルムの全試合日程も記載されています。 
壁掛け＆卓上どちらの用途でも使用できます。

サポーターの必須アイテム！
「Charme」のロゴが入った
オリジナルマフラータオル。
サイズ：21cm×115cm　今治製タオル

お菓子をキックターＧＥＴ選手ハイタッチ＆ウォームアップ見学ツアー

菅原美沙紀選手と宮地明日翔選手が登場します♪
「場内放送☆スタジオシャルム☆」（録音） 12：00～

※総合案内テントにて受付　12時まで キックターゲットに挑戦して、お菓子をゲットしよう♪

シャルムお楽　  みイベント
しー

12:10～ピッチ入場

会員限定

ひと言メモ：所属選手55名中 出身地が多いのは兵庫県、高知県が６名、愛媛県が５名

トピックス

選手を随時募集しています
小学5年生から中学3年生の明るく元気な女の子
いつでも気軽にご連絡、ご参加ください。

FCシャルムU-15
始動しました！
～岡山・高梁から世界に翔ばたく”なでしこ”を～

≪日時・場所≫
毎週水曜日：１８：３０～２０：００
高梁市ききょう緑地（高梁市落合町近似93-1）
毎週金曜日：１８：００～２０：００
清音ふれあい広場（総社市清音三因1017-4）
毎週土or日：変動あり
　なでしこリーグ試合会場、楢井グラウンド等

≪指導スタッフ≫
足立　英梨子

（2014年度 FC吉備国際大学シャルム 卒業）

Mail：e.adachi@charmefc.jp
TEL：070-5671-4352

「一緒にサッカーを楽しもう！」

▼Match Review NL6
「待ちに待った初勝利」

▼Match Review NL7
「2点先取も、苦い敗戦」

第6節 5月2日(土) ＠胎内市陸
○1－0 得点者：池尻

vs JAPANサッカーカレッジレディース

第7節 5月6日(水) ＠南長野
●２－４ 得点者：池尻、吉田(凪)

vs AC長野パルセイロレディース

　5月2日(土)、新潟県の胎内市総合グラウン
ド陸上競技場で行われたJAPANサッカーカ
レッジレディースとの試合。
　序盤から攻勢を仕掛けサイドを起点にチャ
ンスを作り出す。そして前半２５分、倉員がサイ
ドに流れながら菅原の縦パスを受けると、そこ
からグラウンダーのクロス、それを走り込んだ
池尻が左足で上手く合わせ今季初ゴール。
　その後も、ボールを支配し試合を優位に進
めながら追加点を奪いに行くが、あと一歩のと
ころで決めきれない。１点差リードのまま時間
が流れる。逆に相手の攻撃に対しても守備陣
が粘り強く対処し、９０分間ゴールを割らせず
完封。そして、試合終了のホイッスルが鳴り、待
ちに待った今シーズン初勝利をつかみ取った。

　JSCL戦から中3日、5月6日(水)、ゴー
ルデンウィークの最終日に行われたAC長
野パルセイロレディースとの試合。
　前半の立ち上がり15分、左サイドを起
点に池尻が抜け出し、ドリブルを仕掛けペ
ナルティエリア内で倒されＰＫを獲得。それ
を冷静にゴールへ流し込み幸先よく先制。
前半２４分、菅原のドリブル突破からセンタ
リングを上げ、跳ね返されたボールに吉田
凪沙がダイレクトで右足を振り抜き強烈な
シュートが決まり２－０。２点リードで前半を
折り返す。
　後半に入り4分、今度は相手にＰＫを与え
１点を返されると、続く２３分、クロスボー
ルの混戦からシュートを決められ２－２の振
り出しに。その後、一進一退の攻防の中、３
１分、相手ＤＦラインからのロングボールに
見事なダイレクトボレーを決められ逆転を
許し、苦い敗戦を喫した。予想フォーメーション(前節スターティングメンバー)

１
藤田

8
野間

4
宮地
（門田）

7
倉員
（呉屋）

2
向井

11
池尻

3
永野
（関口）

13
菅原
（間明）

10
濱本
（小松）

15
高塚

（佐々木）

14
吉田（凪）

12:52～選手入場


