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2021年7月の活動
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スポーツが持つ無限の可能性に挑戦し、
地域社会と共に「夢」と「幸せ」、そして「未来」を創出する。

【スポーツで繋がる、創る】

スポーツのチカラで人と人を繋ぎ、地域社会の未来を創るエンジンに

【あらゆる人に、スポーツを】

あらゆる人がスポーツを楽しみ、「夢」を追うことができる
環境・機会を創出し、地域社会にスポーツでもっと「幸せ」を

【この街から、世界へ】

世界で活躍できる選手を育成し、子供たちと地域社会に夢と未来を

F・マリノススポーツクラブ 理念
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7月の活動一覧

No. 活動名 掲載ページ

1 神奈川県青少年育成啓発クリアファイル作成 4

2 横浜市立大綱中学校職業講話 5

3 夏の交通事故防止運動 6

4 ふぁんタイム（障がい児サッカー教室） 7

5 エンジョイフットボール 8

6 横浜F・マリノスフトゥーロ 9

7 アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー) 10

8 スクール・スペシャルクラス 11



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年7月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

神奈川県青少年育成啓発クリアファイル作成
神奈川県庁青少年課

2021年7月9日 上記

青少年の健全な育成のために、気を付けなければいけないことを
青少年本人、さらにはその周囲の大人にも啓発するために理解を促進させるグッズを制作する

青少年健全育成のための啓発クリアファイルを制作し、各学校に配布。
制作～納品はマリノスが実施。

・クリアファイル13,500部を231校に配布

・デザインは右記参照

0円 1,087,300円

・もともとは神奈川県全域での展開であったが、他クラブの反発もあり、他クラブホームタウンでの展開はなしに。
・来年度以降、制作がマリノスで受注できるかはわからない。
・グッズ売り上げとしてはおいしい活動・・・。

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜市・横須賀市・大和市等の中学校



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年7月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

講演時間はおよそ30分であったが、多くの生徒が耳を傾けてくれた。

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

横浜市立大綱中学校 職業講話
横浜市立大綱中学校

2021年7月16日 横浜市立大綱中学校

中学一年生の生徒たちに「働く」ということを考えてもらうきっかけとする。

中学一年生の生徒たちにホームタウン担当の社員が自身の仕事やキャリア、仕事をする上で大事にしていること、などを
語る。

大綱中学校1年生が多数参加。

0円 0円

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜市立大綱中学校の1年生



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年７月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日(期間) 実施場所

活動の目的
解決したい課題

活動内容

活動の結果

活動の様子

写真参照

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

「夏の交通事故防止運動」

神奈川県警察本部 交通総務課

7/11(日)~20(火)までの10日間 神奈川県警公式Twitter

県内の交通事故情勢は、交通事故で亡くなられた方は４８人と前年の同時期と比べて２２人減少しているが、
発生件数、怪我をされた方は増加傾向であり、交通安全活動強化への啓発協力

神奈川県警公式Twitterでの選手による交通安全呼びかけの啓発協力（水沼選手・高野選手）

啓発協力の継続

地域貢献活動・復興応援活動など

神奈川県民



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年7月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

活動の目的

活動内容

活動の結果

活動の様子

試合結果
ニュース等

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

ふぁんタイム（障がい児サッカー教室）
F・マリノススポーツクラブ

2021年7月10日（土）、30日（金）、31日（土） MTP新吉田、MTP上大岡

・障がい児の子ども達にスポーツする・サッカーを楽しめる環境づくり
・フトゥーロの枠を広げる（現在中学1年生～）

募集：横浜市港北区、西区、中区、南区、港南区、金沢区の放課後等デイサービスに配布依頼
内容：ボールフィーリング、ドリブル、シュート、ボール集め
※Ｆ・マリノスベースボールシャツを参加者にプレゼント

参加人数：延べ53名
新横浜新聞掲載

・障がいを持っている子ども達が体を動かす場を提供できたことが良かった。保護者の方も喜んでいた。
・今後横浜市内だけでなく、ホームタウンである「横須賀」「大和」でも開催し、和を広げていく。

円 42000円

・教室時間が長かった（75min）
・アンケート調査報告書（別途参照）

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

活動写真添付

知的・発達障がい児 小学1年生～6年生



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年7月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

活動内容

活動の様子

試合結果
ニュース等

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

エンジョイフットボール
F・マリノススポーツクラブ

2021年7月9日（金）11日（日）17日（土）23日（金） MTP新吉田、横浜市立吉田中学校、しんよこフットボールパーク

募集：ホームページ（申込制）
内容：ウォーミングアップ、トレーニング、ゲーム

参加人数：延べ148名
この時期はとても暑く、休憩時間を多くしています。
その中でも、参加者の皆様はサッカーをエンジョイしていました。
最近は女性クラス・初心者クラスを設けております。

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

活動写真添付

成人男女



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年7月)
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活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

活動の目的

活動の様子

試合結果
ニュース等

7/4（日）横浜市社会人リーグ第1節 Curiolaso 0-10 ●
7/17（土）横浜市民大会1回戦 横浜セルヴェージャ 1-2 ●

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ／横浜市社会人リーグ・横浜市民大会
F・マリノススポーツクラブ

2021年7月4日（日）17日（土） 常盤公園

・健常者との試合経験を積み、強化に繋げる

・相手が格上でも最後まで戦う姿勢を見せることができた。
・Ｆ・マリノスサポーターが試合観戦
アウトカム：TVK放映（キックオフＦ・マリノス）

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

活動写真添付

知的障がい者（中学1年生～成人）Ａチームのみ大会出場



【この街から、世界へ】活動レポート(21年7月)
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ユース

ジュニアユース ジュニアユース追浜

･第27回関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会
準決勝 7/4 成立ゼブラ 2-1 ○
代表決定戦 7/10 三菱養和SC調布JY 0-0（PK3-5） ●

･JFAエリートプログラムU-14
トレーニングキャンプ（7/18～21）＠Jヴィレッジ
海邊真太朗選手 選出

･第27回関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会
準決勝 7/4 前橋エコーJY 8-0 ○
代表決定戦 7/11 横浜FCJY 0-1 ●

プライマリー プライマリー追浜

･神奈川県チャンピオンシップ（U-12）
1回戦 7/17 あざみ野FC 3-1 ○
2回戦 7/18 藤沢FC 2-0 ○
準々決勝 7/18 川崎フロンターレ 0-3 ●

・第45回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会
■グループステージ
第1日 7/25 東京V 0-2 ●
第2日 7/26 福岡 2-1 ○
第3日 7/28 札幌 2-1 ○
2勝1敗勝ち点6で3チームが並び得失点差によりグループステージ3位となり予選敗退

アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

・JFAU-18サッカーリーグ2021神奈川K2
第9節 7/18 座間 2-1 ○
第10節 7/24 東海大相模 2-2 △
第11節 7/31 平塚学園 3-3 △
暫定順位 8位



【この街から、世界へ】活動レポート(21年7月)
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サッカースクール

●実施イベントの報告(全校・各エリア・各校)

【北エリア】
7/10 朝トレ @新吉田校
7/17 north area cup ＠東山田校
7/26~28 短期スクール@新吉田校

【中央エリア】
7/3、7/18 MMA招待大会 ＠大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場
7/22、23 サマースクール開催 @二俣川校

【南エリア】
7/10 リーフスタジアム校交流戦
7/26~29 夏期強化クリニック開催 ＠追浜校

【大人スクール】
7/17  大人スクール交流戦 ＠追浜校

サッカースクール・スペシャルクラス


