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Match Day Programme

2015 プレナス
なでしこリーグ 2 部
第 16 節
＠津山陸上競技場

7月19日（日）
15:00 キックオフ

VS ノジマステラ
神奈川相模原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

8 DF 野間 文美加

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点

7月14日現在

順 位 表

ノジマ 31 10 1 4 ＋27

AC長野 43 14 1 0 ＋46

日体大 29 9 2 4 ＋6

Aハリマ 23 6 5 4 ＋9

JSCL 5 1 2 12 －36

吉備国大 10 3 1 11 －9

アンジュ 26 8 2 5 ＋6

EFCL 26 8 2 5 －4

福岡AN 9 2 3 10 －32

S世田谷 12 3 3 9 －13
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Q１｜今シーズンから主将を務めています。
　　　主将として、意識して取り組んでいることを教えてください。
 
　特に主将として意識していることはありません。自分がやるべきことに精一杯取り組
み、自分自身が成長することが、チームのためにもなるし、姿として後輩たちに伝わって
くれたらいいなと思っています。
　ただ、年齢が離れている選手もいるので、コミュニケーションは自分から取るように
し、自分をさらけ出すようにはしています。
 
Q２｜新チームになって半年が経ちました。
　　　開幕前と今を比較して、自分自身、またチームとして成長を
　　　実感している部分を教えてください。
　自分自身としても、チームとしても、個人で変わるべきところにしっかりとアプロー
チし、またチームとしても変えたいところを自分たちでアイディアを出し合い、主体的
に行動を起こしていることです。そうすることで、自然とコミュニケーションも増え、一
人ひとりが自分の意見をしっかりと伝えられるようになり、それが試合にも随所に現れ
ているのではないかと思います。

Q３｜高梁に住んで7年目になります。
　　　野間選手のオススメグルメやスポットを教えてください。
　7年目になってのオススメは、ありすぎて決められないですね。(笑)
　川上屋さんとかウイングさんとか他にもたくさん美味しいお食事処が高梁には満載です！
　オススメスポットは、高梁の街そのものですね！歩いたり、自転車で乗り回るとまだ
まだ発見があったりします！
 
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！
 
　シャルムサポーター皆さまのご支援、ご声援があってのチームだと思っています。
　そして、私がこのチームで7年目を迎えられたのも、皆さまのサポート、応援があった
からこそだと思います。
　この恩を返すためにも、勝利を一緒に喜び合うことはもちろん、みなさんにとって、自
慢できる、誇りに思ってもらえる存在になれるよう、まだまだ成長していきたいと思い
ます。若いチームではありますが、サッカーも人間的にも全てを学びに変えて、この高梁
の街で成長していきたいと思います。
　今後ともご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします！
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「やるべきことに

  精一杯取り組む！」



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　

14:54～選手入場

NEXT HOME GAME ➡ VS 福岡J・アンクラス　　7月25日(日)15:00＠笠岡陸上競技場

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14日現在　順不同池尻茉由選手と入口菜之花選手が登場します♪
「場内放送☆スタジオシャルム☆」（録音） 14：00～

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　14時まで

14:10～ピッチ入場

会員限定

ひと言メモ：野間文美加選手はチームで唯一、ここまで全15試合にフル出場中

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
（入口）

8
野間

11
池尻

3
永野

5
門田

13
菅原

19
呉屋
（田島）

23
橘

14
吉田
（立花）

7月2日　グループリーグ第1戦
△０－０　vs ロシア代表
高塚：先発35分出場
吉武：先発56分出場

7月8日　準々決勝
○０－０（PK 3-1） vs 中国代表
濱本：先発81分出場

7月10日　準決勝
●１－１（PK 6-7） vs フランス代表
濱本：先発64分出場
吉武：先発45分出場

7月12日　3位決定戦
○５－０　vs カナダ代表
濱本：先発73分出場 1得点
吉武：先発フル出場

7月4日　グループリーグ第2戦
○14－０　vs コロンビア代表
濱本：先発フル出場 3得点
吉武：先発フル出場

7月6日　グループリーグ第3戦
○２－０　vs メキシコ代表
濱本：途中出場9分間プレー
吉武：途中出場5分間プレー

トピックス

ユニバーシアード競技大会日本女子代表 銅メダル獲得！
韓国・光州で開催されました第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光
州）、日本女子代表は第3位の成績を収め、銅メダルを獲得しました！

▼Match Review NL15
「連勝ならず、痛い逆転負け」

第15節 7月12日(日) ＠愛媛
●１－２ 得点者：池尻
VS 愛媛FCレディース

来週のホームゲームは来週のホームゲームは

7月25日（土）
15 時キックオフ＠笠岡陸上競技場

vs

試合当日、人権についての
アンケートにご回答いただ
いた先着250名の方に
シャルムオリジナルトート
バックをプレゼント!!

　今シーズン初の連勝を目指し臨んだアウェ
イ、愛媛ＦＣレディースとの試合。
　前半は序盤から、両チーム互いに積極的な
攻撃を仕掛け、せめぎ合いを見せるが得点なく
０－０で折り返す。後半に入っても拮抗した試合
が進むなか、21分、ついに試合が動く。中盤で
ボールを奪うと菅原がドリブルで持ち上がり
ショートカウンター、パスを受けた橘がＧＫの頭
上を越える鮮やかなシュートを放つがクロス
バーを直撃、その跳ね返ったボールに素早く反
応した池尻が押し込み先制点を奪う。
　しかし、32分ペナルティエリア内で相手を倒
し、与えたＰＫで同点に追いつかれると、続く
35分、サイドの攻略を許し、グラウンダーのク
ロスから中で合され失点。終盤に差し掛かり運
動量が落ちてきたところを突かれ逆転を許し
た。その後、立花やデビュー戦となるＦＷ入口を
投入し必死に攻め込むもゴールネットを揺らす
ことができず試合終了。１－２で敗戦となった。

告
 知

【岡山県人権啓発デー】【岡山県人権啓発デー】

プレナスなでしこリーグ2部 第17節

FC吉備国際大学Charme 

福岡J・アンクラス

「ぜひ、ご来場ください♪」


