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2021年10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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10月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 CHALLENGE THE FOODLOSS 4

2 New Wave (ジェンダー平等実現のための横須賀市広報誌) 5

3 横浜市 みんなのケータイリサイクル 6

4 横須賀市F・マリノスナンバープレート促進ポスター 7

５ LEADS TO THE OCEAN 8

6 GOGOせや商店街ワードラリー2021 9

7 神奈川区中学校PTA向け食育講話 10

8 スポーツだいすき！ 11

9 横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ 12

10 エンジョイフットボール 13

11 ママさんサッカー 14

12 ふぁんタイム 15

13 ランニングクラブ 16

14 アカデミー 17

15 サッカースクール・スペシャルクラス 18



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年10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)

CHALLENGE THE FOODLOSS
横浜市資源循環局

2021年10月1日~2022年3月31日 横浜市内各所

食品ロスに対する市民への意識向上・啓発

・「ヨコハマ３Ｒ夢！」広報大使である横浜Ｆ・マリノスとして、小池龍太選手・岩田智輝選手・前田大然選手の
ビジュアルを使った食品ロス削減を呼び掛けるポスターを作成。

・市内公立小・中・高等・特別支援学校、市内大学（約 500 校）、 市内公共施設（市庁舎、区庁舎、スポーツセンター
等、シーサイドライン新杉田駅構内、シーサイドライン車内、市営地下鉄ブルーライン駅構内にポスターを掲出

・ポスターデザインは右記参照
・横浜市の記者発表資料はこちら

50,000円(税抜き) 0円

・ポスター啓発も良いが、より実効性のある施策に昇華していきたい。

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜市民

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/shigen/2021/foodloss-press.files/0002_20210917.pdf


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年10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)

ジェンダー平等実現のための横須賀市広報誌New Waveへの選手出演

横須賀市市民部人権・男女共同参画課

2021年10月4日発行 横須賀市内各所

ジェンダー平等の実現のための市民の意識向上・啓発

・横須賀市が発行している広報誌New Waveの巻頭特集として渡辺晧太選手が登場。一児の父としての家事・育児に
ついてのインタビューを実施

・New Waveについて通常より多くのお問い合わせあり。(横須賀市からの情報)

・誌面はこちら。

0円 10,000円(税抜き) 選手取材費

地域貢献活動・復興応援活動など

横須賀市民

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/gender/documents/new-wave_55pdf.pdf


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年10月)
6

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

・5月30日 約90台回収
・8月28日 30台回収
・10月16日 65台回収

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)

横浜市 みんなのケータイリサイクル！
横浜市資源循環局、横浜市内スポーツチーム

2021年5月~ 日産スタジアム

・リチウムイオン電池を含む電子機器の発火トラブルの防止
・携帯電話を構成するレアメタル（希少金属）のリサイクル促進
詳細はコチラも参照。

・スタジアムにて携帯電話回収ボックスを設置、ホームゲーム来場者から不要な携帯電話を回収する。
回収された携帯電話は障がい者就労施設にて分解される。

・横浜のスポーツチームが複数参画。

・使用済み携帯電話を捨てられず家に保管しているサポーターの方々も多く、
一人で3台以上持ってきてくれる方も。

・5月30日の実施時は回収ボックスからあふれるほど集まった。

0円 0円

特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

横浜F・マリノスホームゲーム来場者

https://www.f-marinos-sportsclub.com/news/hometown/719/


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年10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)

横須賀市F・マリノスナンバープレート促進ポスター
横須賀市役所文化・スポーツ観光部スポーツ振興課

2021年10月 横須賀市内各所

横須賀市のホームタウンチームの盛り上げ施策としてF・マリノスデザインの原付用ナンバープレートを交付中。
そのことをより広く知ってもらい、横須賀市にF・マリノスが根付く一助とする。
(現状のF・マリノスナンバープレートの普及率は全体のおよそ40％程。)

・マリノス君、マリノスケを起用したポスターを制作、市内各所に掲出。

40000円 50000円

特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

横須賀市内原付保有者

・ポスターデザインは右記参照



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年10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)

LEADS TO THE OCEAN 海につづくプロジェクト（通称：LTO）
NPO法人海さくら、日本財団／プロスポーツチーム(21年10月時点：17チーム)

2021年1016日(土) 日産スタジアム周辺

スポーツと清掃活動を軸に、海・自然環境への意識を高め、次世代に美しい自然を残すためのプロジェクト。
「海にゴミは行かせない！」を合言葉に、街から海に流れるごみを減らし、本来の美しい海・環境を取り戻す。
LTO活動の詳細はコチラ

日産スタジアムでのホームゲーム試合前にゴミ拾いを実施。
基本3時間前から試合開始までの間に実施しており、皆様のお好きな時間に参加可能。
年間に規定数以上のスタンプを集めると『ゴミ拾いマスター』に認定！（21シーズンは9個以上）

参加者：53名
集めたごみ(ごみ袋)の数：可燃ごみ8袋、不燃ごみ9袋

10月は1回実施。
入場者上限が少し緩和されたこともあり、前回よりも多くの方が参加してくれた。
9月に実施した【おうちでLTOキャンペーン】に参加してくれた方は22名いた。

0円 0円

参加者増となる取り組みを検討中

地域貢献活動・復興応援活動など

誰でも

https://www.uminitsuzuku.com/#why


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年10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)

GOGOせや商店街ワードラリー2021
瀬谷区役所（地域振興課）／瀬谷区商店街連合会

2021年10月18日～2021年11月23日 瀬谷区内の4商店街

本イベントを通して、商店街への来街促進および買い物促進を図る。
またウォーキングイベントでもあり、参加者の健康増進も目的の一つ。

商店街を巡って、店舗に掲載されている【選手たちが教えるワード】を探し集める。
2種類のワードを集めると参加賞がもらえ、4種類のワード全てを集めると抽選で豪華賞品が当たる。

11月23日まで実施中

本イベントをきっかけに、瀬谷区の商店街へ足を運ぶ人、ウォーキングを行う人が増えてくれることに期待。

11111111111円 11111111111円

インナー的に特に記載することがあれば
※外部展開用は赤塗部を下記バナーで隠してPDFに変換

地域貢献活動・復興応援活動など

誰でも



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(21年10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)

神奈川区中学校PTA向け食育講話
神奈川区中学校PTA

2021年10月6日 オンライン

保護者の方々に中学生年代の食育で大切なことを学んでもらい、お子様（中学生）の毎日の食生活に役立ててもらう。

当初は会場に集まっての実施を予定していたが、コロナの影響によりオンラインで実施。

13名参加
別途参加者からアンケートを集約

直接顔を合わせての実施が望ましかったが、オンライン実施に切り替え、中止にはしなかったことが良かった。
今後はオンラインも活用しながら、多くの保護者を対象に実施していきたい。

円 円

。

地域貢献活動・復興応援活動など

神奈川区中学校PTAの方々



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年10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)

スポーツだいすき！（大和市出前講座）
大和市スポーツ課／大和シルフィード

2021年10月15日 若葉保育園園庭

・健康づくりの基本となるスポーツ活動の推進
・体を動かすことの楽しさやスポーツの面白さを体感してもらう

・大和市(スポーツ課)、大和シルフィード、横浜F・マリノスが連携して実施
・両クラブからコーチが参加して子どもたちへ指導
・動きづくり、ボールを使った運動、試合などの内容を実施

若葉保育園園長さん25名が参加

今年度初回のスポーツだいすき！
気温が高い中での実施であったが、みんなとても元気いっぱいに体を動かしていた。
今後のスポーツだいすき！も、両クラブのコーチが参加して実施していく予定。

11111111111円 11111111111円

インナー的に特に記載することがあれば
※外部展開用は赤塗部を下記バナーで隠してPDFに変換

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

若葉保育園の年長さん



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年10月)
12

活動名

主催／協働

対象

実施日 実施場所

活動の様子

試合結果
ニュース等

Bチーム：横浜F・マリノスフトゥーロC 5－1
Cチーム：横浜F・マリノスフトゥーロB 1－5
Dチーム：横浜F・マリノスフトゥーロE 1－2 FCオルテンシアアクティブB 11－0
Eチーム：横浜Ｆ・マリノスフトゥーロD 2－1 かながわなでしこ 6－2

横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ／神奈川FIDサッカーリーグ

F・マリノススポーツクラブ

2021年10月31日（日） 県立スポーツセンター

・今年初めての公式戦で、選手たちが全力で楽しんでいた
・トップチームと同じユニフォームを着用

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）B～Eチーム



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年10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

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10月8日（金）、16日（土） 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170名
実施回数：3回
・広いピッチで実施するゲームが参加者の皆様が一番楽しそうでした。
・サッカーを通じて、仲間が増えている

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10月)
14

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

ママさんサッカー

F・マリノススポーツクラブ

2021年10月7,14,21,28日（木曜日） しんよこフットボールパーク

ウォーミングアップ、トレーニング、ゲーム

参加人数／10月7日：16名、10月14日：15名、10月21日：17名、10月28日：16名
・良いシーンがあると拍手で盛り上げてくれる参加者の皆様。
いつも良い雰囲気で活動ができています。

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

成人女性



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年10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

ふぁんタイム

F・マリノススポーツクラブ

2021年10月9,16,23日（土曜日） MTP新吉田

参加人数：延べ22名
・子どもたちがサッカーに打ち込んでいる姿が印象的でした。
・保護者の方々も安心して観ていました。

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

内容：ボールフィーリング、ドリブル、シュート
※Ｆ・マリノスベースボールシャツを参加者にプレゼント



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(21年10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)

ランニングクラブ
F・マリノススポーツクラブ

2021年10月2日（土）、16日（土） 新横浜公園周辺

・ランニング活動を通して、マリノスファミリーの獲得
・ランニングの楽しさを体感することと、健康の寄与する活動
・正しいウォーミングアップの伝達

・新横浜公園内でウォーミングアップ、ストレッチ、鶴見川沿いをランニング
正しいストレッチ、ウォーミングアップを行いケガを予防する

・参加者が定期的にマラソン大会など参加している。その中で「ウエア」を着用してのマリノスを周知している。
・ファミリーの意識が高い
・一人でのランニングではなかなか行わないストレッチも意識をするようになった。

今回は初めて「横須賀」をランニングしました。三笠公園～馬堀マボチョクまでの往復（約11km)
天気も良く房総半島まで見れました。初開催でしたが皆さん気持ちよさそうに海岸線を走っていました（10/2）
16日はいつものように新横浜公園内を走り、最後に階段を使い下半身のトレーニングを行いました。

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

成人男性・女性



【この街から、世界へ】活動レポート(21年10月)
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ユース

ジュニアユース ジュニアユース追浜

＜関東ユース（U-15）サッカーリーグ 2部B＞
第7節 10/9 横河武蔵野 6-0 ○
第9節 10/17 Uスポーツ 3-0 ○
第6節 10/23 Wings 1-2 ●
第8節 10/30 FC多摩 2-1 ○

暫定順位 1位

＜関東U-13リーグ 2部B＞
第4節 10/10 柏 2-2 △
第5節 10/16 アメージングアカデミー 2-0 ○
第6節 10/23 前橋SC 9-0 ○

暫定順位 1位

＜関東ユース（U-15）サッカーリーグ 2部A＞
第9節 10/10 前橋FC 1-2 ●
第5節 10/17 FORZA 1-8 ●
第6節 10/23 GRANDE 0-3 ●
第8節 10/31   ウィングス 1-0 ○

暫定順位 6位

＜関東U-13リーグ 1部A＞
第4節 10/10 川崎F 0-1 ●
第5節 10/16 アントラーズつくば 1-0 ○

暫定順位 6位

プライマリー プライマリー追浜

＜FAリーグU-12後期＞
10/9 しらとり台SC 3-0 ○／ 横浜港北SC 1-1 △
10/10 N2SC 7-0 ○
10/17 EMSC 10-0 ○／港北FC 5-0 ○
10/24 FC奈良 3-0 ○／CFG 3-2 ○

＜FAリーグU-12後期＞
10/3 津久井ペガサス 8-0 ○／ FC今宿 3-2 ○
10/24 鶴が台 3-0 ○／湘南レオーネ 4-0 ○

＜高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグ2021＞
第14節 10/10 市立船橋 1-0 ○
第15節 10/17 横浜FC     3-1 ○
第8節 10/23   大宮 1-6 ●

暫定順位 3位
得点ランキング 内野航太朗 1位

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7節 10/9     弥栄 0-1 ●
第8節 10/16 三浦学苑 0-2 ●
第14節 10/23 相洋 0-2 ●

暫定順位 9位

ユース所属

内野航太朗選手
U-17日本代表選出
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サッカースクール

スペシャルクラス

●実施イベントの報告(全校・各エリア・各校)

□F・マリノス女子クリニックin新横浜 ＠しんよこフットボールパーク
□横浜F・マリノスグラスルーツフェスティバル ＠大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場
□南エリア3校ゲーム大会 ＠追浜

●各校会員数、ニュースやトピックスなど

【北エリア】新吉田校：271名、東山田校：348名、中山校：89名、小机校：150名
【中央エリア】二俣川校：350名、大和校：228名、ShunsukePark校：170名
【南エリア】京急上大岡校：292名、追浜校：277名、リーフスタジアム校：137名
【大人スクール】183名

サッカースクール・スペシャルクラス

●各クラス(新横浜・追浜・大和)の活動報告

・22年度プライマリー・スペシャルクラスセレクションを実施

HPのニュースアップの際は、
図形の下の会員数を隠してください。


