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Match Day Programme

2015 プレナス
なでしこリーグ 2 部
第 14 節
＠シティライトスタジアム

7月5日（日）
15:00 キックオフ

VS JAPANサッカー
カレッジ レディース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

23 MF 橘 麗衣

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点

6月29日現在

順 位 表

ノジマ 28 9 1 3 ＋26

AC長野 37 12 1 0 ＋43

日体大 26 8 2 3 ＋7

Aハリマ 20 5 5 3 ＋7

JSCL 5 1 2 10 －29

吉備国大 7 2 1 10 －12

アンジュ 20 6 2 5 ＋4

EFCL 20 6 2 5 －7

福岡AN 9 2 3 8 －29

S世田谷 12 3 3 7 －10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q１｜前節、今シーズン初のスタメン出場。
　　　惜しくも敗戦となりましたが、自分自身、
　　　手ごたえを感じた部分や課題があれば教えてください。
 
　初めてということで緊張もありましたが、応援し続けてくださるサポーターのみなさ
んや、チームメートの想いを考えると、これまでやってきたことを信じて今の自分にで
きることを全力でやろうと思い、試合に臨みました。
　中断期間に、チームとして守備を練習してきて、個人としても中央で奪いきることを
意識しました。成果もありましたが相手に自由にやらせてしまった部分があったので、
改善していきたいと思います。
 
Q２｜最近、ボランチのポジションでプレーしています。試合中に
　　　意識していることや得意としているプレーを教えてください。
　特に意識していることは、オフザボールの動きです。次のプレーを予測しながらポジ
ショニグをとり、より良い準備ができれば、攻守において関わることができます。自分が
得意としているサイドへの展開やドリブルでの仕掛け、ミドルシュートを打つために
も、もっとつきつめていき、攻撃では起点となれるよう取り組んでいきたいと思います。

Q３｜映画鑑賞にハマっているとプロフィールに書いていました。
　　　オススメの映画とその理由を教えてください。
　最近観た中で一番良かったと思う映画は、「きっと、星のせいじゃない。」という映画で
す。
　「生」と「死」について考えさせられる感動のストーリーです。幸せとは何かを考えた
り、今をたいせつに生きようと思うことができ、涙が止まらない映画でした！
 
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！
 
　苦しい状況の中でも、いつも私たちの背中を押して応援し続けてくださり、本当にあ
りがとうございます。
　自分自身、絶対に諦めず信じて戦います！そして、チームの勝利に貢献できるよう全
力でプレーしていきたいと思います。
　今後とも応援よろしくお願いします。
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「より良い準備をして

 攻守に関わる！」



シャルムグッズ情報 Goods
Information

新商品が入荷しました！

NEWNEW

■クールビズポロシャツ ■シャルムキャップ

一緒に熱くスタジアムを盛り上げよう！

一般 3,500円
会員 3,000円(税込)

一般 2,300円
会員 2,000円(税込)

日差し対策にオススメ！
「Charme」ロゴの刺繍が入っています。
通気性の良いハニカム素材のキャップです。

一般 2,800円
会員 2,500円(税込)

シャルムイエローの
応援Ｔシャツです。
ポリエステル１００％
サイズ：S、M、L、XL

サポーターの必須アイテム！
サイズ：21cm×115cm
今治製タオル 一般 1,800円

会員 1,500円(税込)

■シャルムマフラータオル

■シャルム応援Tシャツ

アツい夏をクールに！
シャルムの選手、スタッフも着用する
ドライ素材のボタンダウンポロシャツ。
胸ポケット付
ポリエステル100% サイズ：Ｓ，Ｍ、Ｌ、ＸＬ

※総合案内テントにて受付　

12:54～選手入場

NEXT HOME GAME ➡ VS ノジマステラ神奈川相模原　　7月19日(日)15:00＠津山陸上競技場

高梁市観光協会 岡山放送㈱ 高梁自動車学校
㈱全観トラベルネットワーク ㈱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㈱ ㈱木尾建設
重光食品㈱

㈲土屋商店　㈱ E.T コーポレション

「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！！

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㈱　ｓｈｃａ＋

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

7月1日現在　順不同赤津友理選手と天野明日実選手が登場します♪
「場内放送☆スタジオシャルム☆」（録音） 12：00～

シャルムお楽　  みイベント
しー

エスコートキッズ選手ハイタッチ＆ウォームアップ見学ツアー

※総合案内テントにて受付　12時まで

12:10～ピッチ入場

会員限定

ひと言メモ：ホームゲームでの勝利は2013年9月29日のアルビレックス新潟戦以来に

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

4
宮地

7
倉員

8
野間

11
池尻

3
永野

2
向井

13
菅原
（天野）

19
呉屋
（田島）

23
橘

（赤津）

14
吉田

▼Match Review NL13
「終了間際の歓喜と落胆」

　2 週間の中断期間を終え再開した、無敗で首位を
走る AC 長野パルセイロとの一戦。
　前半、前線からの積極的な守備で相手に自由を与
えず、シュートわずか２本に抑える。攻撃ではボール
を奪ったあとに素早く動き出してチャンスを作るが、
最後の局面で精度を欠きゴールまで結びつかず０－
０で前半を折り返す。
　後半も前半の勢いそのままに攻勢に出るがなかな
か崩しきれない。時間が経つにつれて徐々に相手の
ペースに。そして、均衡が破れたのは後半２９分ペ
ナルティエリア付近で与えたフリーキックにヘディン
グで合され失点。そこから天野、赤津を投入し、
DF の宮地を前線へ上げ必死にくらいつく。そして
ロスタイム、永野が上げたアーリークロスを相手
GK がキャッチミス、こぼれたボールを天野が無人
のゴールへ流し込み同点。しかし、残り３０秒、勢い
よく前に出たところを逆手に取られ決勝ゴールを奪
われた。あと少しで掴みかけた勝ち点を取り逃した。

第13節 6月28日(日) ＠津山
●１－２ 得点者：天野

VS AC長野パルセイロレディース イベント情報

よさこい連 伊呂波
「伊呂波のよさこい boogie-woogie」

ブ  ギ　　　  ウ  ギ

ハーフタイムショー♪

15：48頃～

第62回高知よさこい祭り　8月10,11日の本祭に参加します！

踊り子さん募集中!!　http//okayama-iroha.com/

▼Today’s Match Preview
「ホームでしか味わえないもの」

　守備の修正を図り、３バックから４バックへシステ
ムを変更し臨んだ前節は、悔やまれる形で敗戦をし
たが、高い位置でボールを奪う積極的なスタイルも
生きた。自陣に入られてからも粘り強く対応しポジ
ティブな面も随所に見られた。
　ユニバーシアード競技大会へ参戦している３選手
が抜けている中、新たな戦力も芽生えてきた。９試
合ぶりに先発出場した呉屋はチャンスで要所に顔を
出し、初先発の橘は正確な技術で攻撃を組み立てた。
途中から出場し初得点を決めた天野や今季初出場の
赤津もアグレッシブなプレーでチームを盛り立てた。
　今日の試合、JAPAN サッカーカレッジレディース
とは、前回の対戦では１－０で勝利したものの何度か
危ない場面も作られ、苦しみながら掴んだ勝ち点３
だった。勝つことの喜びとともに、勝つことの難しさ
を改めて気づかされた試合だった。今日はホームで、
その喜びをシャルムサポーターとともに、試合終了
のホイッスルが鳴った後に味わいたい。


