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2022年11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11月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 青葉区民まつり2022 4

2 中山まつり2022 5

3 横須賀パレード 6

4 第10回港南区ひまわりの花絵画コンクール表彰式 7

5 西区親子サッカー教室 8

6 横浜市立北方小学校150周年式典 9

7 久里浜F・マリノス通り 10

8 ふるさと港北ふれあい祭り 11

9 宮市亮選手一日港北区長就任 12

10 横須賀市長・大和市長表敬訪問 13

11 #命つなぐアクション 14・15

12 潮田小学校サッカー教室 16

13 横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル2022 17

No. 活動名 スライドNo.

14 電動車椅子サッカー体験会 18

15 スポーツだいすき！（大和市出前講座） 19

16 Womanサッカー 20

17 エンジョイフットボール 21

18 ふぁんタイム 22

19 ランニングクラブ 23

20 横浜F・マリノスフトゥーロ 24

21 大和市エンジョイサッカーwith横浜F・マリノス 25

22 電動車椅子サッカー大会2022 26

23 アカデミー（ユース） 27~29

24 アカデミー（ジュニアユース） 30・31

25 アカデミー（プライマリー） 32

26 サッカースクール・スペシャルクラス 33



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11月)
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活動名

主催／主管

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)

青葉区民まつり2022
青葉ふるさと協議会／青葉区民まつり運営委員会(青葉区役所地域振興課)

2022年11月3日(木・祝) 青葉区総合庁舎周辺

区民の絆を深め、区民のふるさと意識を醸成するとともに、地域連帯と団体の活性化を図る

・スポーツ体験コーナーでのマリノストライカーの実施
・マリノスケの賑やかし

マリノストライカー体験者数：500名以上

当日は天気がとても良く、なおかつ3年ぶりの開催ということもあり、とても多くの方が会場に訪れていた。
マリノストライカーには終始待機列が出来ており、多くの方に喜んでもらえた。

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（主に青葉区民）



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11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)

中山まつり2022
中山商店街協同組合

2022年11月3日(木祝) 中山駅南口 中山商店街付近

地域の方々との交流を深め、商店街の活性化を図る
地域の皆様にクラブの活動とスクール活動の認知を広める

マリノスブースにて小学6年生までを対象にコーチと1対1の勝負ができるコートを設置
参加者にマリノスメモ帳やリボンのプレゼント、連勝した子供には選手のサイン色紙、フラッグのいずれかをプレゼント
した

ブース体験者数：180名程度

3年ぶりの開催ということもあり、とても多くの方が会場に訪れていた
弊クラブのブースにも列が途切れることなく多くの子供たちに参加していただくことができた
また勝ち抜いて選手のサインをもらった子供には周りの方々からも拍手が上がっていた

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



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11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 8万円 マーメイズ稼働 売上

今後に向けて
(インナー向け)

海上自衛隊創設70周年記念 国際観艦式2022 横須賀パレードへのトリコロールマーメイズの参加

海上自衛隊 横須賀地方総監部 ／ 共催 横須賀市

2022年11月3日 横須賀市内各所

・ホームタウンイベントの盛り上げ

・

税込10万円

地域貢献活動・復興応援活動など

横須賀市民約3万人

・海上自衛隊の創設７０周年を祝う国際パレードへのトリコロールマーメイズの参加。
京急線横須賀中央駅からどぶ板通り、ヴェルニー公園までの約１キロのコースを約60名でパレード。

・沿道には多くの市民の方がいて、トリコロールマーメイズ、リトルマーメイズの演技をご覧いただいた。



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11月)
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活動名

主催／主管

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)

第10回港南区ひまわりの花絵画コンクール表彰式
港南区商店街連合会・港南区役所

2022年11月5日(土) 港南区役所

・区内小学生のふるさと意識の醸成と商店街の振興
・ひまわりを介して交流のある宮城県大崎市とのより良い関係性の構築

・応募作品の中から、各部門ごとに各賞を選出（区内小学校の先生ほか主催者が選出）
・「横浜F・マリノス賞」として1名を選出
・授賞者にはサイン入りシャツ、オリジナルメモ帳、オリジナルノート、オリジナル定規を贈呈

・今年もとても元気になるひまわりの絵が多く見られた。
・来年以降もずっと開催され、港南区内でたくさんのひまわりが見られるようになることを願う

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

港南区在住・在学の小学生、宮城県大崎市の小学生



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11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

参加者：6組12名
・参加者の方々は横浜Ｆ・マリノスフトゥーロを認知していない方が多くいましたが
教室を通じて、知ってもらうことができた。

活動の様子

・フトゥーロの選手たちも参加者の皆様と接し、良い雰囲気で行われた。

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

横浜F・マリノスフトゥーロ 西区親子サッカー教室
横浜市西区役所地域振興課

2022年11月13日 みなとみらい本町小学校

・インクルーシブスポーツへの理解・関心促進
・横浜F・マリノスフトゥーロの認知

・F・マリノススクール・ふれあいコーチによる指導
・横浜Ｆ・マリノスフトゥーロの中村選手・秋山選手が参加

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

横浜市西区在住の小学生と保護者

・右記写真を参照



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11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

・11月26日（式典）：喜田選手の映像が流れた際に大きな拍手に包まれた。
・右記写真を参照

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

横浜市立北方小学校150周年式典
北方小学校

2022年11月15日（収録）11月26日（式典） 北方小学校

・喜田選手の母校である北方小学校の150周年を祝し、児童の為に企画して実施

11月15日（収録）：F・マリノスの喜田選手が母校にて学校を巡り、当時の思い出など収録
11月26日（式典）：収録した映像を児童の前で放映

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

北方小学校児童



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11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 0円 売上

今後に向けて
(インナー向け)

久里浜F・マリノス通り

横須賀市民の皆様、横須賀市

2022年11月18日制定 横須賀市道4688号線

・久里浜に23年からF・マリノスの練習場が整備されるにあたっての地域の市民の方々への機運醸成

・

70,000円

地域貢献活動・復興応援活動など

活動写真添付

なし

・市道4688号線の愛称を「久里浜F・マリノス通り」とすることを市民の方から市役所に要望書を提出いただき、
ご了承いただいた

・横浜F・マリノス ニュース記事
・横須賀市 ニュースリリース
・タウンニュース 記事
・毎日新聞 記事 (有料記事)

https://www.f-marinos.com/news/hometown/4984
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2130/20221124.html
https://www.townnews.co.jp/0501/2022/11/25/653000.html
https://mainichi.jp/articles/20221121/ddl/k14/010/092000c


【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11月)
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活動名

主催／協働

対象 来場者

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

・マリノストライカー約500名の参加

活動の様子

・2022年Jリーグ優勝シャーレ・トロフィー展示には多くのお客様が来場。
・右記写真を参照

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

ふるさと港北ふれあい祭り
ふるさと港北ふれあいまつり実行委員会、株式会社横浜アリーナ、港北区連合町内会、港北区役所等

2022年11月23日（祝・水） 横浜アリーナ

日産スタジアムがある港北区の地域イベントを盛り上げるため

・2022年Jリーグ優勝シャーレ・トロフィーを展示
・マリノストライカー出展
・マリノスケがオープニングセレモニー等に出演

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



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11月)
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活動名

主催／協働

対象 来場者

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

・委嘱状交付式には約150名のファン・サポーターが見学

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)

宮市亮選手 一日港北区長就任
港北区役所

2022年11月25日（金） 港北区役所

・港北区を盛り上げ、地域への貢献

①委嘱状交付式
②庁舎内視察
③アナウンス

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

・港北区役所の皆様が温かく、宮市一日区長を迎えてくれた。
・区民の方々が喜んでくれるように宮市一日区長が盛り上げてくれた。
・右記写真を参照



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11月)
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活動名

主催／協働

対象 市長

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

・両市長から喜びの声を頂きました。

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)

横須賀市長・大和市長 表敬訪問
横須賀市役所、大和市役所

2022年11月28日（月）、30日（水） 横須賀市役所、大和市役所

・J1リーグ優勝報告及び、2022年シーズンの御礼挨拶

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

・優勝シャーレ・トロフィーを両市長にお披露目



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11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 ASローマ戦での啓発活動

F・マリノススポーツクラブ

11月28日 国立競技場

・人が倒れているのを見かけた時に正しい行動をとれるように。

・倒れている、かつ心肺停止に陥っている人をスタジアムで見かけた時にどのような行動をとるべきかを
啓発するポストカードを作成しスタジアムで配布

動画制作60万円程度 0円

特になし

地域貢献活動・復興応援活動など

プレシーズンマッチ ASローマ戦来場者

・17349枚を配布



【スポーツで繋がる・創る】活動レポート(22年11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

11月28日 国立競技場

・「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。ASローマ戦でも実施した。
・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。

救急救命士一人につき1万円 0円

地域貢献活動・復興応援活動など

活動写真添付

ASローマ戦来場者

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11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

・参加者：62名
※国際教室の児童の半分が参加

活動の様子

・多くの外国人の子どもが参加してくれ、サッカーを十分に楽しんでいた。
・保護者の方々にも今後もっと交流をしたいとお言葉を頂戴した。
・右記写真を参照

対応するSDGs

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

潮田小学校サッカー教室（多文化共生）
潮田小学校

2022年11月30日（水） 潮田小学校

・横浜市内でも外国人の児童が多くいる小学校でより多くの交流を図る為

・サッカー教室の実施

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

潮田小学校国際教室の児童（1年～6年生）



【あらゆる人に、スポーツを】活動レポート(22年11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)

横浜元気!!スポーツ・レクリエーションフェスティバル2022
シンコースポーツ株式会社

2022年11月3日（祝・木） 港北スポーツセンター

・久々に体を動かした保護者の方々。怪我をしない程度に体を動かしていた。
・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

幼児親子、小学1年～3年生

地域貢献活動・復興応援活動など

・港北区民向けのスポーツにふれあい、楽しんでいただく活動

・F・マリノススクール・ふれあいコーチによる、サッカー教室
対象：親子サッカー（未就学児と保護者）と小学校低学年

・参加者数：親子サッカー20組40名 小学生：26名
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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)

電動車椅子サッカー体験会
一般社団法人シティサポートよこすか、横須賀市立鶴久保小学校

2022年11月8日（火） 横須賀メインアリーナ

・約20名の児童達が体験会を実施
・アンケート結果：児童達は電動車椅子サッカーを認知していない人が多数

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

小学4年生、小学6年生

地域貢献活動・復興応援活動など

・電動車椅子サッカーの認知・関心の向上
・インクルーシブ活動の理解促進

・鶴久保小学校の小学4・6年生を対象に電動車椅子サッカーの紹介・体験

・児童は興味津々に話を聴いていた。
・電動車椅子サッカーのプレーを目の前で観て、驚きの様子だった。
・右記写真を参照
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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11月①16日、②22日、③24・25日 各園庭

・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(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下和田保育園年長さん11名
②若葉保育園年長さん25名
③山王幼稚園年長さん120名（2日間合計）※11月は4園で実施（11月末時点で計10園実施）

およそ2ヶ月ぶりのスポーツだいすき。
今月は4園で実施し、多くの子どもたちとふれあうことが出来た。
山王幼稚園の子どもたちからは、お礼のメッセージをいただいた。

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下和田保育園、②若葉保育園、③山王幼稚園



活動名

主催

対象

実施日

実施場所

活動内容

備考
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Womanサッカー

F・マリノススポーツクラブ

2022年11月10,17,24日

マリノストリコロールパーク新吉田,しんよこフットボールパーク

ウォーミングアップ・技術トレーニング・試合形式

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

合計＝延べ37名



活動名

主催

対象

実施日

実施場所

活動内容

備考
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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11月11日,25日

横浜市立吉田中学校

ウォーミングアップ・技術トレーニング・試合形式

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

1日18歳以上

合計＝のべ59名



活動名

主催

対象

実施日

実施場所

活動内容

備考
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ふぁんタイム

F・マリノススポーツクラブ

2022年11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・技術トレーニング・試合形式

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

当日参加者＝19名
マリノスサッカースクール「にじいろくらす」と合同開催

小学1～6年生の知的・発達障がい児
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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

2022年11月12，19 日（土） 12日 臨港パーク
19日 新横浜公園～日産スタジアム

・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

・ウォーミングアップ、ストレッチを入念におこないランニング
・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。

・徐々にランニングには気持ちいい気候になってきました。
・12日開催場所も変え、臨港パーク～港の見える丘公園をランニング

12日は、開催場所を「臨港パーク～港の見える丘公園」に変更
当日は、臨港パークではイベント、赤レンガではポルシェの展示会、山下公園ではねんりんピックイ
ベントを開催していて賑わっていました。
※時々ランニングコースも変更することで新鮮な気持ちで走れます。

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11月)



活動名

主催

対象

実施日

実施場所

活動内容

試合結果
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横浜F・マリノスフトゥーロ
横浜市社会人リーグ３Dグループ / ツクイカップ / 日産スタジアムカップ

ツクイカップ 2022年11月19日(土)
横浜市リーグ 2022年11月23日(水・祝)
日産スタジアムカップ 2022年11月26日(土),27日(日)

國學院大學相模原グラウンド/日産追浜総合グラウンド
新横浜公園球技場/日産フィールド小机

ツクイカップ＝横浜F・マリノスフトゥーロB～Eチーム
市リーグ＝横浜F・マリノスフトゥーロAチーム
スタジアムカップ＝横浜F・マリノスフトゥーロB～Dチーム

ふれあいサッカープロジェクト・フトゥーロなど

横浜市サッカー協会 / 神奈川県知的障がい者サッカー連盟

市リーグ＝35分ハーフ
ツクイカップ＝B～D25分ハーフ,E15分ハーフ
スタジアムカップ＝20ハーフ

市リーグ vs 常盤台11 1-４●
ツクイカップ Dvs オルテンシアA 0-8●
スタジアムカップ CD vsオルテンシアB 3-0〇 vsオルテンシアC 0-0PK 〇 優勝

BC vs日野中央高等特別支援学校0-0PK ● vsデサフィオ 1:1△
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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)

大和市エンジョイサッカーwith横浜F・マリノス
大和市スポーツ課

2022年11月19日(土) 大和なでしこスタジアム

大和市スポーツ課と連携を図り、スポーツを「みる」・「する」機会を提供することで、
大和市民のスポーツへの関心を高めることを目的として実施。

・F・マリノススクールコーチによるサッカー教室（1部：幼児、小学1・2年生／2部：小学3~6年生）
・各部グループに分かれてW-up→ボールワーク→GAME
・各部最後には抽選会を行い、当選者には選手サイン入り色紙をプレゼント

・1部参加者数：幼児54名、小学1年生13名、小学2年生22名
・2部参加者数：小学3~6年生26名

・3年ぶりの開催で、ケガ人等無く無事に終了。
・みんなとても元気に楽しく動き回っていた。
・次年度はぜひトップチームの選手にも参加してもらい、大和市をもっと盛り上げていきたい。

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

市内在住・在勤・在学・在園の幼児と小学生
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活動名

主催／主管

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

連携団体
後援：(一社)日本障がい者サッカー連盟、(一社)日本電動車椅子サッカー協会、神奈川県電動車椅子サッカー協会
特別協賛：ジヤトコ株式会社 協賛：株式会社ツクイホールディングス、イリソ電子工業株式会社
協力：神奈川県電動車椅子サッカー協会審判委員会、障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

Powered by JATCO
横浜F・マリノスカップ 電動車椅子サッカー大会2022 -パワーチェアーフットボールinヨコハマ-

横浜マリノス株式会社、(一社)F・マリノススポーツクラブ／横浜F・マリノスカップ実行委員会

2022年11月20日(日) 横浜ラポール

・多くの方々に電動車椅子サッカーの魅力を伝えると共に、地域社会の障がい者スポーツに対する理解度、関心度の向上に繋げる。
・選手が大会を通じて仲間とふれあい、そして楽しむことで地域社会との繋がりを実感すると共に、
アスリートとしての自覚を持つことで、選手としての更なる成長及び競技の普及・育成を図る。

・4チームでのトーナメント方式による大会（10km/hカテゴリー）
・2コートで同時開催（1回戦×2試合、3位決定戦、決勝戦）
・ジヤトコさんの運営のもと、選手の電動車椅子をメンテナンスする「ジヤトコピット」を設置

優勝：Yokohama Crackers（横浜市）／準優勝：YOKOHAMA Bay Dream（横浜市）
3位：Yokohama Red Spirits（横浜市）／4位：BLACK HAMERS（埼玉県）

・今回は大会規模の縮小し、無観客での実施となったが、およそ3年ぶりに実施出来たことが何より良かった。
・今回の経験も活かしながら、また次回以降も毎年継続して開催してきたい。

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

電動車椅子サッカーチーム（横浜市3チーム、埼玉県1チーム）
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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

高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグ2022 EAST
■順位表
https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2022/east/st
andings/
■得点ランキング
https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2022/east/ra
nkings.html

高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2022 神奈川 K2
■順位表
https://www.kanagawa-fa.gr.jp/cms/u18-league/2022/div2/

https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2022/east/standings/
https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2022/east/rankings.html
https://www.kanagawa-fa.gr.jp/cms/u18-league/2022/div2/
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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)

代表関連

ユース所属のエルシャターブブライト海選手、U-15日本代表スペイン遠征メンバーに選出

エルシャターブブライト海選手
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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)

代表関連

ユース所属の畑野優真選手、池田春汰選手U-17日本代表クロアチア遠征メンバーに選出
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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-15リーグ
リーグ戦結果
https://myo-ga.sakura.ne.jp/wop/competition/kanto-u15-2022/

関東U-13リーグ
リーグ戦結果
https://myo-ga.sakura.ne.jp/wop/competition/kanto-u13-2022/

https://myo-ga.sakura.ne.jp/wop/competition/kanto-u15-2022/
https://myo-ga.sakura.ne.jp/wop/competition/kanto-u13-2022/
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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)

ジュニアユース追浜

高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会

ジュニアユース追浜が関東大会Cブロックを勝ち抜き、全国大会出場決定！
詳細はこちら↓↓↓
https://myo-ga.sakura.ne.jp/wop/competition/tkmd-u15-kanto2022/

https://myo-ga.sakura.ne.jp/wop/competition/tkmd-u15-kanto2022/
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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

JFA 第46回全日本U-12サッカー選手権大会・神奈川大会

大会の詳細はこちら↓↓↓
https://www.kanagawa-fa.gr.jp/cms/u12/2022/alljpn/

プライマリーはベスト16で敗退。
プライマリー追浜は準決勝まで進出しましたが、
PK戦の末、敗退。

https://www.kanagawa-fa.gr.jp/cms/u12/2022/alljpn/
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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

■11/3（祝・水）リーフフェスタ＠横須賀リーフスタジアム
＜対象＞小学3，4年生

■11/6（日）U-6キッズフェスティバルin大和 ＠大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場
＜対象＞幼児（年長、年中）

■11/13（日）横浜F・マリノスグラスルーツフェスティバルin追浜 ＠日産自動車追浜総合グラウンド
＜対象＞年中～小学4年生

■11/27（日）ライフネット菅田 1DAYスクール ＠ライフネットスポーツパーク
＜対象＞年中～4年生

＜10月会員数＞
【北エリア】新吉田校：280名、東山田校：325名、中山校：99名、小机校：146名、ライフネット菅田校：51名
【中央エリア】二俣川校：393名、大和校：230名、ShunsukePark校：177名
【南エリア】京急上大岡校：301名、追浜校：289名、リーフスタジアム校：179名
【大人スクール】203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

■5年生対象：スペシャルクラスセレクション（11/19、11/27）


