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Match Day Programme

2015 プレナス
なでしこリーグ 2 部
第 17 節
＠笠岡陸上競技場

7月25日（土）
15:00 キックオフ

VS 福岡Ｊ・
アンクラス

岡山県人権啓発デー

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

10 FW 濱本 まりん

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点

7月21日現在

順 位 表

ノジマ 34 11 1 4 ＋29

AC長野 46 15 1 0 ＋48

日体大 29 9 2 5 ＋4

Aハリマ 24 6 6 4 ＋9

JSCL 5 1 2 13 －37

吉備国大 10 3 1 12 －11

アンジュ 26 8 2 5 ＋6

EFCL 26 8 2 5 －4

福岡AN 10 2 4 10 －32

S世田谷 15 4 3 9 －12
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Q１｜ユニバーシアード競技大会ではチームトップの４得点を決め、
　　　日本の銅メダル獲得に貢献しました。大会を通して経験できた事、
　　　感じた事を教えてください。 

　身体能力の高い海外の選手との対戦を重ねる事で、体の使い方などプレーの質を高め
る事が出来ました。
　また、海外の選手や他競技の選手との新たな出会いもあり、非常に貴重な経験となり
ました。
 

Q２｜ユニバーシアードでの大会期間中、
　　　ピッチ外で起きた出来事やエピソードがあれば聞かせてください。

　カナダ代表の選手たちとは国内合宿から一緒に合同練習や試合などしていて仲良く
なり、選手村に入ってからも、会うとお互いに英語で励ましあったり声をかけたりして
いました。
　現地の韓国のボランティアの方などと仲良くなり、言葉を教えてあげたり、教えても
らったりしていました。

Q３｜約1年ぶりに笠岡での試合になります。
　　　たくさんのゴールを決めてきた濱本選手ですが、ここ笠岡陸上
　　　競技場で１番印象に残っている試合、ゴールを教えてください。

　2013年の、なでしこリーグ1部で初勝利した浦和レッズとの試合で2得点した事です。
　正直、2点も取れると思っていなかったですが、チームとして雰囲気も良く、後半に勝
ちきって、結果を残せたことは自分にとっても自信のついた試合となりました。
　これから、もっと印象に残る試合、ゴールができるように頑張りたいと思います！
 

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！ 

　いつも熱い応援ありがとうございます！
　リーグも後半戦に入り、チームとしての成熟度も非常に高まってきました。ここから
は、皆さんによりワクワクしてもらえる試合が出来るよう、精一杯頑張りますので、これ
からも熱い応援よろしくお願いします！
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「自分を信じて

  結果を残す！」



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 ASハリマアルビオン　　9月5日(土)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21日現在　順不同小松未奈選手と藤田涼加選手が登場します♪
「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

エスコートキッズでぇ～れ～ちけぇ～！熱血エリア！

※会員証を持参し、バックスタンド側へ
　お越しください。（14：45～16：50）

試 合 中

会員限定

イベント情報

イベントブースにて、選手たちの
「ハートフルメッセージパネル」を展示しています。
ぜひご覧ください♪

今日は「岡山県人権啓発デー」です!!

人権についての「アンケート」にお答えいただいた
先着250名の方に「オリジナルトートバッグ」をプレゼント！
　　　　　　　　　　　　　【配布場所】スタジアム前イベントブース

●キックオフ＆ハーフタイムショー♪
　 （14:42～＆15:48～）

「MINTIA（ミンティア）」
  ダンスパフォーマンス

ピッチの近くで

熱く観戦!!

ひと言メモ：笠岡陸上競技場でのなでしこリーグ通算成績は2勝3分3敗

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

（吉武）

2
向井

19
呉屋

（天野）

13
菅原

（濱本）

23
橘

14
吉田

▼Match Review NL16
「反撃及ばず、3失点敗戦」

第16節 7月19日(日) ＠津山
●１－3 得点者：天野

VS ノジマステラ神奈川相模原

　台風が通り過ぎた夏空の下、津山陸上競技場
で行われたノジマステラ神奈川相模原との1戦。
　試合は序盤から動く。開始4分、相手のコー
ナーキックをＧＫ藤田が弾くが折り返しのボール
に吉備国際大学シャルムの元主将で卒業生の
尾山に決められ先制を許す。さらに35分、アー
リークロスから頭で合され追加点。シャルムも果
敢に攻めに転じるがゴールが遠く、０－２で前半
を折り返す。
　後半開始から右サイドに天野を投入し、攻撃
の糸口をつかみたいところだったが9分、またし
てもサイドからのクロスボールに押し込まれ失
点。ビハインドを３点に広げられる。15分ユニ
バーシアード競技大会から帰国した濱本、吉武
が同時に途中出場すると、直後の後半17分、ス
ローインから2人が起点となり、最後は天野が落
ち着いて流し込み1点を返す。しかし、反撃もこ
こまで。１－３で敗れ、ホームで勝利を飾ることが
できなかった。

▼Today’s Match Preview
「大事な大事な、アタックチャンス!!」

　今日がたまたま“２５”日だったこともあり、
某パネルクイズ番組の名セリフをタイトルに
引用させていただいたが、伝えたいことは
セリフの通りだ。今日の試合が、シャルムの
今後を占う大事な一戦であることに間違い
はない。
　迎え撃つ相手は福岡Ｊ・アンクラス。現在、
互いに勝ち点 10 で並び 8 位以上の残留圏
内をかけて競い合っている相手だ。前回対
戦した 5 月のアウェーでの試合は宮地、濱
本が得点し、２－０で勝利をしている。福岡
の勝利数は 2 回だが、引き分け試合が多く、
上位にいるチームからも勝ち点１をもぎ取
り、着実に積み重ねてくるチームだ。
　これからリーグ戦が 3 巡目に入って行く前
に、この直接対決で何としても勝ち点 3 を
掴みとり、突き放しておきたい。今日がその

「大事な大事な、アタックチャーンス !!」


