
Match Day Programme

2015 プレナス
なでしこリーグ 2 部
第 23 節
＠津山陸上競技場

10月31日（土）
12:00 キックオフ

VS JAPAN
サッカーカレッジ
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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

5 DF 門田 瑠依

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点

10月26日現在

順 位 表

ノジマ 61 20 1 5 ＋51

AC長野 67 22 1 3 ＋61

日体大 53 17 2 7 ＋34

Aハリマ 29 7 8 11 －3

JSCL 9 2 3 20 －62

吉備国大

23 6 5 15 －44

アンジュ

37 11 4 11 ＋3

EFCL 34 10 4 12 －16

福岡AN

22 7 1 17 －21

S世田谷

36 11 3 12 －3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0△0

2●3

1●2

1●4

0●2

1●2

1●2

1●2

1●3 1○0

2○0

2○1

0●3

0●3

1●3

2●7

0●3

4○0

2○0

1●3

1●2

2●4

1●2

1○0

2○0

Q１｜残留争いは最終節での決着となります。
　　　まずは今日勝ち点を積み重ね、再び順位を上げることが
　　　できるかが鍵となります。
　　　この戦いに懸ける想いを聞かせてください。

　残留をものにするために必ず勝ちたい試合なので、チーム全員でやるべきこと
に集中して、相手よりも気持ちで上回って、最後まで全力で戦います！

Q２｜ホーム最終戦です。この4年間シャルムの選手としてプレー
　　　してきたなかで、一番印象に残っている試合を教えてください。

　私が一番印象に残っているのは、3年前の2012年、なでしこリーグ1部のエル
フェン狭山との入替戦です。笠岡陸上競技場で初めての試合でしたが、高梁から
たくさんの方々が応援に来てくださり、スタンドから熱い声援を受けて試合がで
き、しかも勝つことができたのでとても心に残っています。

Q３｜大学生活も残りわずかです。4年間の大学生活の中での思い出、
　　　また、卒業するまでにこれだけはやっておきたい事を教えてください。

　大学生活の思い出は、みんなでわいわいご飯をしたり、遊びに行ったりしたの
はとても楽しかったし、残り少ないですが、まだまだやりたいです。
　卒業するまでにやっておきたいことは、もう一度、備中松山城に登りたいです（笑）

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！
 
　サポーターの皆さま、いつも熱い声援をしていただき本当にありがとうございます。
　残留が最終節までわからない状態での今季最後のホームゲームですが、まずは
今日勝って自力で残留を決めるようにしたいと思います！
　そして、皆さまと喜びを分かち合えるように頑張ります。
　今後も皇后杯、インカレと続きますので、これからも応援をよろしくお願いします。
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「最後まで
  全力で戦う！」



※総合案内テントにて受付　

11:54～選手入場

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㈱ ㈲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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○
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○
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○
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○

○

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　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

10月26日現在　順不同野間文美加選手、松下芙実子、足立英梨子が登場します♪
「場内放送☆スタジオシャルム☆」（録音） 10：50～

シャルムお楽　  みイベント
しー

エスコートキッズ

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。

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

7
倉員

27
シャナ

10
濱本

6
吉武

5
門田
（向井）

13
菅原
（天野）

11
池尻
（永野）

23
橘

14
吉田

2015 シーズン
選手写真くじ １回 １００円

11:10～ピッチ入場

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　11時まで

会員限定

ひと言メモ：残り2試合、1勝1分以上で自力での残留が確定

第26節 10月25日(日) ＠倉敷
●１－３　得点者：倉員
VS 福岡Ｊ・アンクラス

トピックス
第37回皇后杯

全日本女子サッカー選手権大会
組合せが決定しました！

1回戦  11月8日（日）11:00
vs 開志学園ＪＳＣ高等部
三木総合防災公園陸上競技場

（兵庫県）

2回戦  11月15日（日）14:00
vs ASエルフェン埼玉
テクノポート福井スタジアム

（福井県）

3回戦  11月21日（土）11:00
vs 

コカ・コーラウエスト広島スタジアム
（広島県）

岡山湯郷 Belle なでしこ1部／岡山

四国大学イーグレッツ 四国／徳島

大和シルフィード 関東6／神奈川

AS エルフェン埼玉 なでしこ1部／埼玉

開志学園 JSC 高等部 北信越2／新潟

FC 吉備国際大学シャルム なでしこ2部／岡山

8日 14：00
アスパ5色【13】

15日 11：00
三木陸【29】

▼NL26 Match Review
「痛い、痛い黒星」

　なでしこリーグ初開催となった倉敷運動公園陸上競
技場での試合。9位福岡Ｊ・アンクラスとの直接対決。
　序盤から攻勢を仕掛け試合を優位に進めたいシャル
ムだったが、先攻したのは福岡。前半20分ＤＦラインの
背後にロングボール入れられるとスピードで突破を許
す、ＧＫ藤田が一度は弾くが、こぼれ球を相手ＦＷに押
し込まれて先制点を奪われる。42分にはペナルティエ
リア外からのロングシュートを決められ追加点を許す。
2点のビハインドで後半へ折り返すことになった。
　後半に入りチャンスの回数が増えたが、なかなか
ゴールを決めきれない。76分にようやく倉員のゴール
が決まり1点差に迫る。同点ゴールを奪いに、前節ゴー
ルを決めていたシャナを前線に上げる奇策に出るがこ
の日は不発に終わる。逆に後半ロスタイム、ダメ押しと
なる3点目を奪われ試合終了。順位が入れ替わり9位
に転落。残り2試合、自力で残留を決めるには、あとが
なくなった。

8日 11：00
三木陸【14】

15日 14：00
福井テクノ【30】

21日 11：00
広島ス【39】

リーグ最終節 ➡ VS スフィーダ世田谷FC　　11月3日(火)13:00＠味の素フィールド西が丘


