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2022年6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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2022年6月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 はまっ子交通安全教室 4

2 LEADS TO THE OCEAN 海につづくプロジェクト 5

3 日産スタジアムツアー 6

4 横浜市 みんなのケータイリサイクル！ 7

5 #命つなぐアクション 8

6 みどりスポーツフェスティバル2022 9

7 I☆YOKOHAMA SERIESオンライン学校訪問 10

8 スポーツだいすき！ 11

9 エンジョイフットボール 12

10 WOMANサッカー 13

11 ふぁんタイム 14

12 ランニングクラブ 15

13 横浜F・マリノスフトゥーロ 16

14 アカデミー（ユース） 17～18

15 アカデミー（ジュニアユース） 19～20

16 アカデミー（プライマリー） 21

17 サッカースクール・スペシャルクラス 22



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年6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)

はまっ子交通安全教室
港北区役所、港北警察署、港北安全協会、アネスト岩田株式会社

2022年5月～ 港北区内横浜市立小学校

・神奈川県は交通事故件数が多い県
少しでも交通事故を減らしていきたい。入学したばかりの1年生や自転車事故が多い子どもたちに指導し
交通事故を減らしていきたい

・小学1～3年生のうちの1年生を対象に歩き方教室、小学3年生以上のうちの1学年を対象に自転車の乗り方を実施。
その他に死角実験や衝突実験を実施し、交通について学ぶ

・6/1 高田東小学校 121名 ・6/14 駒林小学校 175名 ・6/21 菊名小学校 316名
・6/7 大綱小学校 147名 ・6/16 篠原西小学校 227名 ・6/30 新吉田小学校 247名
・6/10 日吉台小学校 178名 ・6/17 矢上小学校 179名

・右記写真を参照

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

港北区内小学生



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年6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(22年5月時点：20チーム)

2022年6月25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4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！（22シーズンは9個以上）

6/25(第57回) : 115名参加 集めたごみ(ごみ袋)の数：可燃ごみ 21袋、不燃ごみ 25袋

・およそ1ヶ月半ぶりとなる実施、なおかつ厳しい暑さであったが、とても多くの方が参加してくれた。
・今回も参加者が100名を越え、クラブ史上初の4回連続100名越えを達成！！！！
・詳しくはLTO横浜F・マリノスページ内の活動レポートをご覧ください。
→ https://www.uminitsuzuku.com/f-marinos/
→ 6/25(第57回)の様子はコチラ

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

全ての人

https://www.uminitsuzuku.com/#why
https://www.uminitsuzuku.com/f-marinos/
https://www.uminitsuzuku.com/f-marinos/report/20220625/


【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年6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
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)

日産スタジアムツアー
F・マリノススポーツクラブ、NPO法人WooMoo、日産スタジアム

2022年6月22日（水） 日産スタジアム

・子ども達の「居場所作り」への活動協力。
・課外活動が少ない現状。活動を通じて、子どもたちの悩みなどを解決にお手伝い。

・日産スタジアムのスタジアムツアー同様にツアーガイドによるロッカーなどを見学

・6組13名

・右記写真を参照

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

小学生～中学生と保護者



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年6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

・2/19 C大阪戦 17個
・2/23 川崎戦 14個

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

2022年2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。

・21年シーズンからの継続実施活動。

0円 0円

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

・3/2 神戸戦 18個
・3/6 清水戦 22個

・4/2 東京戦 35個
・5/7 名古屋戦 30個

・6/25 柏戦 21個

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(22年6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)

#命つなぐアクション 日本体育大学による救護サポート
F・マリノススポーツクラブ / 日本体育大学保健医療学部救急医療学科

2022年6月25日 日産スタジアム

・「スポーツ中の心臓突然死をゼロにする」を目的に取り組む「#命つなぐアクション」の一環。
より安心安全な観戦環境を創るとともに、活動を通じてファン・サポーターへの啓発も狙う。

・日産スタジアムのホームゲームにおいて、日本体育大学保健医療学部救急医療学科の学生によって組成された
救護チームがAEDを装備してスタジアムを巡回し、有事の際には救護活動を行う。

・活動時には松田直樹さんの背番号である「3」のついたビブスを着用して活動を行う。

・5月7日以降の日産スタジアム開催のホームゲームで救護サポートを実施
・日本体育大学とは連携協定を締結しており、今後も「#命つなぐアクション」を共に推進していく

・詳細はこちらもご参照ください。

・6月25日の柏戦では気温も高く、体調を崩される方が散見されたが、早期発見と適切な処置により、
重篤な状態になる方はいなかった。

500000円(反射シール) 0円

地域貢献活動・復興応援活動など

活動写真添付

日産スタジアム来場者

https://www.f-marinos-sportsclub.com/news/hometown/2363/


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年6月)
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活動名

主催／共催

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)

みどりスポーツフェスティバル2022
みどりスポーツフェスティバル実行委員会／緑区、緑スポーツセンター

2022年6月26日 緑スポーツセンター

誰もが気軽に参加できるスポーツを通じて、区民の健康増進を図る

イベント内で実施されるスタンプラリーで使用する景品の協賛
(協賛品：選手サイン入りシャツ×5枚、オリジナルメモ帳・定規・ノート×50部ずつ)

イベント参加者：約450名

3年ぶりの開催であった。
弊クラブの景品が当たった方は、とても喜んでくれたようで良かった。

0円 0円

次年度以降は、景品協賛以外にも何か行えるようにしたい

地域貢献活動・復興応援活動など

誰でも（主に緑区民）



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年6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)

I☆YOKOHAMA SERIESオンライン学校訪問
横浜DeNAベイスターズ、横浜F・マリノス、横浜市、中区・港北区内小学校

2022年6月8日 オンライン

・6月にDeNAベイスターズとF・マリノスでコラボレーションする「I☆YOKOHAMA SERIES」の一環として、
より両チームに親しみを持ってもらうために選手(山﨑選手・水沼選手)によるオンライン学校訪問を実施

・横浜スタジアムがある中区・日産スタジアムがある港北区の小学校9校を対象に、オンラインでの学校訪問。
・2名の選手には「夢」をテーマに語ってもらい、子どもたちからの質問にも答えてもらう。

・9校の6年生30クラス約950名にご参加いただいた。

・オンラインではあるが、2名の選手による講話や質問への回答を子どもたちは熱心に聞き入っているようであった。

500000円(反射シール) 0円

地域貢献活動・復興応援活動など

活動写真添付

中区・港北区内の９小学校の6年生



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年6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、F・マリノススポーツクラブ

2022年6月 ①7日、②14日、③16日 それぞれの園庭および園内

・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(3者連携は2021年度から)
・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

①草柳保育園年長さん 26名
②パレット保育園年長さん 14名
③木の子保育園年長さん 12名 が参加

6月は3園で実施。（6月末時点で計5園実施）
梅雨の時期で2園は室内の狭いスペースでの実施であったが、参加した子どもたちはみんな笑顔で楽しんでいた。

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

①草柳保育園、②パレット保育園、③木の子保育園の年長さん



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年6月)
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活動名

主催

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

2022年6月11日、18日、19日 しんよこフットボールパーク、大和ゆとりの森
マリノストリコロールパーク新吉田

ウォーミングアップ・トレーニング・ゲーム

参加人数：延べ107名
カテゴリー＝6/11は親子でエンジョイフットボール 6/17,18は通常

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

18歳以上



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年6月)
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活動名

主催

対象

実施日 実施場所

活動内容

活動の様子

WOMANサッカー
F・マリノススポーツクラブ

2022年6月2,9,16,23日 マリノストリコロールパーク新吉田

ウォーミングアップ・トレーニング・ゲーム

参加人数：延べ40名

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

18歳以上の女性



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年6月)
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活動名

主催

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

2022年6月12日 マリノストリコロールパーク新吉田

ウォーミングアップ・トレーニング・ゲーム

参加人数：18名

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

個別支援級、個別支援学校に通う 小学１～６年



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年6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

ランニングクラブ

F・マリノススポーツクラブ

2022年6月4、18 日（土） 新横浜公園周辺～鶴見川周辺

・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
・体幹も鍛えながらランニング中のフォームが乱れないように鍛えます。

・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。

・徐々に気温の高くなってきてランニングには厳しい季節に近づいてきました。熱中症に注意しながら給水もしっかり摂りながらランニングを行ていま
す。

・今回は新横浜公園内から鶴見川河川敷をW-UP含めて約10ｋｍのランニングでした。
・終了のストレッチも入念に行います。
・気温の高くなってきましたので、給水も小まめに行います。
・ランニングが終わった後の皆さんの会話も楽しそうです。午後の予定や次回のホームゲームについてなど話し合ってい
ます。

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

活動写真添付

成人男性・女性



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年6月)
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活動名

対象

実施日 実施場所

試合結果

明治安田生命J1リーグ第18節 柏レイソル戦 前座試合

横浜Ｆ・マリノスフトゥーロvs千葉県選抜

2022年6月25日 日産スタジアム

横浜F・マリノスフトゥーロ
（知的障がい者 A・Bチーム）

横浜F・マリノスフトゥーロ 4-0 千葉県選抜

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど



【この街から、世界へ】活動レポート(22年6月)
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アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

ユース



【この街から、世界へ】活動レポート(22年6月)
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アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

ユース



【この街から、世界へ】活動レポート(22年6月)
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アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

ジュニアユース

2回戦
3回戦

準々決勝

4回戦

横浜F・マリノスジュニアユース
第37回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会
出場決定



【この街から、世界へ】活動レポート(22年6月)
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アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

ジュニアユース

関東U-13リーグが開幕しました



【この街から、世界へ】活動レポート(22年6月)
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アカデミー(ユース・ジュニアユース・プライマリー)

プライマリー追浜

横浜F・マリノスプライマリー追浜
第42回神奈川県チャンピオンシップ（U-12）
準決勝進出

1回戦
太尾フットボールクラブ ３－０

2回戦
綾南オレンジサッカー団 ５－０

準々決勝
FCオルテンシアjr １０－１

準決勝
あざみ野FC



【この街から、世界へ】活動レポート(22年6月)
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サッカースクール

スペシャルクラス

◆主な実施イベント

■J1リーグホームゲーム
6/25（土）vs柏レイソル 戦@しんよこフットボールパーク、日産フィールド小机
・YFAスーパーキッズゲーム（年長）／スクール交流戦（5，6年生）

■父の日親子サッカー開催
・北エリアで父の日親子サッカー教室を開催。

教室後には、ひまわりをお父さんへプレゼント。

■リーフスタジアム校 交流戦
・I・Oキッカーズ、ミハルSC、久里浜FC、マリノススクールによる交流戦を開催

＜5月会員数＞
【北エリア】新吉田校：266名、東山田校：328名、中山校：92名、小机校：134名、ライフネット菅田校：48名
【中央エリア】二俣川校：368名、大和校：220名、ShunsukePark校：167名
【南エリア】京急上大岡校：296名、追浜校：284名、リーフスタジアム校：158名
【大人スクール】195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

スペシャルクラス追浜（月曜日）6月よりスタート


