
Match Day Programme

2015 プレナス
なでしこリーグ 2 部
第 19 節
＠笠岡陸上競技場

9月5日（土）
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VS ASハリマ
アルビオンInterview

AWAY

AWAY

AWAY

AWAY

試合日程表2015プレナスなでしこリーグ2部
HOME HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

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FIELDS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FIELDS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FIELDS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

1 GK 藤田 涼加

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点

9月1日現在

順 位 表

ノジマ 43 14 1 4 ＋38

AC長野 52 17 1 0 ＋53

日体大 38 12 2 6 ＋17

Aハリマ 26 6 8 4 ＋9

JSCL 5 1 2 15 －46

吉備国大 16 5 1 13 －11

アンジュ 27 8 3 7 ＋1

EFCL 28 8 4 7 －9

福岡AN 10 2 4 12 －41

S世田谷 19 5 4 10 －11
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Q１｜リーグ戦も3巡目に突入しました。
　　　今年から正GKを務め、ここまでの戦いで手ごたえを感じている点、
　　　また課題に感じている点を教えてください。

　シュートへの反応や、ポジショニングなど相手との駆け引きは試合を通して成長出来
ている部分だと思います。
　逆に課題としている所は、味方DFとのコミュニケーションや、失点した後のプレーの
選択、声かけはまだまだ変えていく部分だと思います。
 
Q２｜8月下旬にチームは高知キャンプを行いました。
　　　チームとして、個人として取り組んだこと、
　　　試合に向けて準備したことを教えてください。

　チームとしては、コミュニケーションを大切にする事、攻撃時の３人目の関わりなど
を取り組みました。
　また個人としては、課題でもあるDFとのコミュニケーションを取ることや、ボール状
況で、ポジショニングを細かく修正する事を意識して取り組みました。
　今回のキャンプでは、セルフコンディショニングについてもたくさん学びました。試
合で最高のパフォーマンスをするために個々でも、良い準備をしてきました。

Q３｜大学は夏休み期間中です。
　　　この夏一番の思い出、サッカー以外の出来事を聞かせてください。

　1番の思い出は、高校時代のチームメイトと遊んだ事です。
　３年間共に戦ってきた仲間とご飯に行ったり、高校のグラウンドでボールを蹴ったり出来てとても
リフレッシュ出来ました。
　それぞれの場所で頑張っている話を聞き、良い刺激を受ける事ができ、また頑張ろうと思いました。
 
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！
 
　いつも温かい応援をありがとうございます。２巡目までは、苦しい戦いが続きました
がそこからの学びはとてもたくさんありました。
　３巡目では、これまでの経験を生かし１つでも多く勝ちたいと思います。そして、サ
ポーターのみなさまと喜びを分かち合いたいです。
　これからも応援よろしくお願いします。

Q１｜リーグ戦も3巡目に突入しました。
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　３年間共に戦ってきた仲間とご飯に行ったり、高校のグラウンドでボールを蹴ったり出来てとても
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「良い準備をして

  最高のパフォーマンスを！」



※総合案内テントにて受付　

14:54～選手入場

NEXT HOME GAME ➡ VS ノジマステラ神奈川相模原　　9月21日(月)15:00＠シティライトスタジアム

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㈱ ㈲葵開発

㈲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）
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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　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

9月1日現在　順不同呉屋絵理子選手と間明瀬奈選手が登場します♪
「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
ピッチの近くで

熱く観戦!!

ひと言メモ：今季ここまでのホームゲーム平均入場者数は452名

トピックス 「二ホンノミナサン、コンニチハ！」

シャルムグッズ情報 Goods
Information

発 売 中 !

■シャルムマフラータオル ■シャルム応援Tシャツ

一般 1,800円
会員 1,500円(税込)

一般 2,800円
会員 2,500円(税込)

■シャルムキャップ

一般 2,300円
会員 2,000円(税込)

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

「スタジアムを黄色に染めよう!!」

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

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。

8 月 20 日、シャナ ハドソン選手とプロ契約し移籍加入することが決定しました。

【シャナ ハドソン選手プロフィール】
■名　　　前： シャナ ニコール ハドソン（Shanna Nicole Hudson）
　　　　　　　（登録名：シャナ ハドソン）
■生 年 月 日：1985 年 8 月 6 日（30 歳） 
■国　　　籍：ハイチ共和国、アメリカ合衆国
■身長／体重：181cm ／ 63kg 
■ポジション：DF
■背 番 号：27
■経　　　歴
　2015 年　FC インディアナ（アメリカ）
　2014 年　LA ブルース（アメリカ）
　2013 年　LA ストライカーズ（アメリカ）
　2012 年　パリブルース（アメリカ）
　2009 年～ 2011 年　LA ランページ - LAFC チェルシー ‒ LA プレミア FC（アメリカ）
　2005 年～ 2008 年　カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
　2003 年～ 2005 年　南カリフォルニア大学
　2012 年～ハイチ女子代表　主将
■シャナ ハドソン選手コメント
　「FC 吉備国際大学シャルムに加入できてうれしいです。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。」

「ＦＣ吉備国際大学シャルム報告会を開催します！」

▼Match Review NL25
「終了間際の劇的ゴール」

第25節 8月23日(日) ＠神奈川
○１－０ 得点者：宮地
VS 日体大FIELDS横浜

　8月23日、保土ヶ谷公園サッカー場で行われ
た日体大FIELDS横浜とのアウェーゲーム。10
月の第3週目に予定される第25節の日程が前
倒しでの開催となり、一足先にリーグ戦3巡目に
突入した。
　DFラインでは新加入したシャナ・ハドソンが
デビューを飾り、右サイドバックにはコンバート
した呉屋が入り、新たな陣容で臨んだ。前半は
互いにチャンスを作るがゴールを決めきれず０
－０で折り返す。
　後半に入り、相手の攻撃に勢いが増して何度
か危ない場面を迎えたがＧＫ藤田のセービング
が光り、ゴールを許さなかった。そして、後半ロ
スタイム3分、負傷した野間に代わって途中か
ら入った宮地がコーナーキックのボールに頭で
ゴールに叩き込んだ。得点が入ると同時に試合
終了のホイッスル。最後のワンチャンスをもの
にして、敵地で貴重な勝点３を掴み取った。

高梁市内、旧1市4町の５会場にてシャルム報告会を開催します。
時間はいずれも19時から開会。

■ 9/14（月）成羽総合福祉センター
■ 9/23（水）有漢保健センター
■ 9/28（月）川上総合学習センター
■ 9/30（水）高梁市役所（1 階 : 市民ホール）
■ 10/5（月）備中総合センター

主催：ＦＣ吉備国際大学シャルム
共催：シャルム有志の会
後援：高梁市、高梁市教育委員会、シャルム高梁会
　　　高梁市まちづくり協議会連絡会、高梁商工会議所
　　　備北商工会、（一社）高梁市観光協会、（一社）高梁市体育協会

予想フォーメーション（前節スターティングメンバー）
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8
野間
（宮地）

7
倉員

27
シャナ

10
濱本
（田島）

3
永野

19
呉屋

24
立花
（天野）

11
池尻

6
吉武

14
吉田


