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Match Day Programme

2015 プレナス
なでしこリーグ 2 部
第 10 節
＠シティライトスタジアム

5月23日（土）
13:00 キックオフ

VS ASハリマ
アルビオン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

11 MF 池尻 茉由

順位 チーム名 勝点 勝 分 負 得失点

5月18日現在

順 位 表

ノジマ 19 6 1 2 ＋15

AC長野 25 8 1 0 ＋28

日体大 19 6 1 2 ＋5

Aハリマ 16 4 4 1 ＋8

JSCL 5 1 2 6 －16

吉備国大 7 2 1 6 －5

S世田谷 9 2 3 4 －8

EFCL 13 4 1 4 －5

福岡AN 5 1 2 6 －19

アンジュ 8 2 2 5 －3
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Q１｜ここまで９試合を振りかえって、課題が出た部分や
　　　手応えを感じた部分など感想を聞かせてください。
 
　課題はボールにあまり関われていないところや、パスを受ける前に相
手を事前に見てなくて前を向くことができず、ボールを失ってしまった
ところです。
　ドリブルで相手の嫌な方向に仕掛けていくという部分では手応えを
感じています。

 
Q２｜池尻茉由選手ご自身のプレーの特徴や、
　　　「ここを見てほしい！」というポイントを教えてください。
　スピードにのったドリブルと角度のないところから左足のシュート
が得意です。
　ドリブルや、トリッキーなプレーで会場をわかせたいと思います。
　ぜひ見てほしいです！

Q３｜プロフィール欄に好きな言葉は「ありがとう」と書いていました。
　　　最近あった、ありがとうと思うエピソードを１つお願いします。
 
　前節、アウェイで福岡Ｊ・アンクラスとの試合に地元が熊本県だった
こともあり、両親や親戚や友人が試合を見に来てくれて、シャルムを応
援してくれたことです。ありがとうございました。

 
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！
 
　たくさんの応援ありがとうございます。本当にサポーターの皆様の声
援が大きな力になっています。
　サポーターの皆様や試合を見に来ている方が面白いと思ってもらえ
るようなサッカーをしたいと思います。応援のほどよろしくお願いしま
す。

Q１｜ここまで９試合を振りかえって、課題が出た部分や
　　　手応えを感じた部分など感想を聞かせてください。
 
　課題はボールにあまり関われていないところや、パスを受ける前に相
手を事前に見てなくて前を向くことができず、ボールを失ってしまった
ところです。
　ドリブルで相手の嫌な方向に仕掛けていくという部分では手応えを
感じています。

 
Q２｜池尻茉由選手ご自身のプレーの特徴や、
　　　「ここを見てほしい！」というポイントを教えてください。
　スピードにのったドリブルと角度のないところから左足のシュート
が得意です。
　ドリブルや、トリッキーなプレーで会場をわかせたいと思います。
　ぜひ見てほしいです！

Q３｜プロフィール欄に好きな言葉は「ありがとう」と書いていました。
　　　最近あった、ありがとうと思うエピソードを１つお願いします。
 
　前節、アウェイで福岡Ｊ・アンクラスとの試合に地元が熊本県だった
こともあり、両親や親戚や友人が試合を見に来てくれて、シャルムを応
援してくれたことです。ありがとうございました。

 
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！
 
　たくさんの応援ありがとうございます。本当にサポーターの皆様の声
援が大きな力になっています。
　サポーターの皆様や試合を見に来ている方が面白いと思ってもらえ
るようなサッカーをしたいと思います。応援のほどよろしくお願いしま
す。

「スピードにのった

  ドリブルで魅了したい！」



NEXT HOME GAME ➡ VS AC長野パルセイロ　　6月28日(日)13:00＠津山陸上競技場

Topics

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

㈲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！！

高  梁
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

5月18日現在　順不同

有限会社エル・ビー

橘麗衣選手と高塚綾音選手が登場します♪
「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

ひと言メモ：チーム最長身選手は宮地選手169cm、最少身長は高塚選手147cm

　　　　　　　　第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）試合日程
・7月2日　グループリーグ　vsロシア ・7月4日　グループリーグ　vsコロンビア
・7月6日　グループリーグ　vsメキシコ ・7月8、10、12日　順位決定戦

Academyアカデミー情報

選手を随時募集しています
小学5年生から中学3年生の明るく元気な女の子
いつでも気軽にご連絡、ご参加ください。

FCシャルムU-15
始動しました！
～岡山・高梁から世界に翔ばたく”なでしこ”を～

≪日時・場所≫
毎週水曜日：１８：３０～２０：００
高梁市ききょう緑地（高梁市落合町近似93-1）
毎週金曜日：１８：００～２０：００
清音ふれあい広場（総社市清音三因1017-4）
毎週土or日：変動あり
　なでしこリーグ試合会場、楢井グラウンド等

≪指導スタッフ≫
足立　英梨子

（2014年度 FC吉備国際大学シャルム 卒業）

Mail：e.adachi@charmefc.jp
TEL：070-5671-4352

「一緒にサッカーを楽しもう！」
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

5
門田

4
宮地

7
倉員
（呉屋）

8
野間

11
池尻
（橘）

6
吉武
（永野）

13
菅原
（天野）

10
濱本

15
高塚
（小松）

14
吉田（凪）

トピックス

ユニバーシアード競技大会（2015/光州）日本女子代表のメンバーに、
 ＦＣ吉備国際大学Charmeから吉武愛美選手、濱本まりん選手、高塚綾音選手、

以上の3名が選出されました。

6 吉武 愛美 10 濱本 まりん 15 高塚 綾音

ユニバーシアード競技大会 日本女子代表に選出‼

一緒に踊ろう！シャルム体操♪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 ３代目ハグっぴと一緒に元気よくシャルム体操を踊ろう♪

12:10～ピッチ入場

会員限定

13:48頃～ハーフタイム

▼Match Review
「２得点完封勝利」

▼Today’s Match Preview
「いよいよ始まる、巻き返し！」

第9節 5月16日(土) ＠小郡陸上
○2－０ 得点者：宮地、濱本

VS 福岡Ｊ・アンクラス

　強い風が吹く中行われた福岡Ｊ・アンクラスとのア
ウェーゲーム。
　前半、風上に立ったシャルムはボールを保持しな
がら、徐々に勢いを加速させていく。そして20分、池
尻が蹴ったコーナーキックに吉田が折り返したボー
ルに宮地がヘディングであわせ先制。守備でも相手
のシュート数を０に抑え、いい流れで後半を迎える。
　後半も試合を優位に進めながらチャンスを作る。
23分、相手のクリアボールを拾った吉武が右足でセ
ンタリングを上げると、ボールを受けた濱本が相手
をかわし右足を振り抜いた。濱本まりんの今季初
ゴールは貴重な追加点となった。
　２点のリードを最後まで冷静に守り抜き、今季2度
目の完封勝利。またこの試合、先発出場した11名中
8名の選手がシュートを放った。その記録からもポジ
ションに関係なく、多くの選手が攻撃に関わったこと
がうかがえる。

　全２７試合を戦う今年のなでしこリーグ２
部、１巡目の９試合が終了した。ここまで２
勝１分６敗の８位に位置付けている。この
成績は想定以上に苦戦したのは確かだ。試
合展開としては第４節以降の６試合はすべ
て幸先よく先制点をとり無失点で前半を折
り返した。
　しかし、後半に入ると立ち上がりに失点
し、逆転される展開が目立った。90分間を
通して、流れの悪い時間帯でも踏ん張り、
自分たちのペースに戻し、反撃に転じるこ
とができるか。試合中に訪れるさまざまな
状況において選手たちがいかに判断し戦っ
ていくのか。
　そして、シャルムらしく積極的にそれぞれ
の個性を発揮しながらチームが一体となっ
て結果をつかみ取ることを期待し、今日か
ら始まる２巡目の戦い、巻き返しをはかる
シャルムに注目していきたい！


