
一般社団法人

F・マリノススポーツクラブ 活動レポート
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2023年2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。

F・マリノススポーツクラブ 理念
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2023年2月の活動一覧

No. 活動名 スライドNo.

1 大和市 優勝シャーレ・トロフィー展示 4

2 東山田中学校「キャリア教育」 5

3 スポーツフォーラムよこすか2023 6

4 横浜市中学校給食「横浜Ｆ・マリノスコラボメニュー」 7

5 日産CUP争奪第49回神奈川県少年少女サッカー選手権 8

6 小机商店街&F・マリノス通り(新横浜町内会)清掃活動 9

7 横須賀市学校給食「横浜Ｆ・マリノス応援献立」 10

8 横浜F・マリノスプロジェクト発表会 11

9 LEADS TO THE OCEAN 海につづくプロジェクト 12

10 横浜市 みんなのケータイリサイクル！ 13

11 #命つなぐアクション 14・15

スポーツで繋がる・創る あらゆる人に、スポーツを この街から、世界へ

No. 活動名 スライドNo.

12 鴨居中学校「和みルーム」サッカー教室・講話 16

13 WOMANサッカー 17

14 Enjoy Football 18

15 ふぁんタイム 19

16 横浜F・マリノスフトゥーロ 20

17 ランニングクラブ 21

18 横浜F・マリノスユース 22・23

19 横浜F・マリノスプライマリー 24

20 マリノスサッカースクール・スペシャルクラス 25



大和市 優勝シャーレ・トロフィー展示
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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)

大和市役所／F・マリノススポーツクラブ

2023年2月2日(木)・3日(金) 大和市文化創造拠点シリウス

2022明治安田生命J1リーグ優勝シャーレ・トロフィー展示による大和市民向けイベント

・シリウスにて優勝シャーレ・トロフィーを展示。
・22シーズンユニフォーム(ホーム&アウェイ)と23シーズンクラブポスターも展示。

多くの人が来場するシリウスで、なおかつ入口入ってすぐの場所で実施させてもらえたため、チームのことを知らない人
やサッカーにあまり興味がない人の目にも留まって良かった。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

主に大和市民

観覧者：674名（2月2日：397名、2月3日：277名）



東山田中学校「キャリア教育」
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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)

横浜市立東山田中学校

2023年2月3日(金) 横浜市立東山田中学校

・「職業当てクイズ」生徒達が質問をして、職業を当てる
・「F・マリノス」についての説明
※昨年度はリモート開催

・東山田中学校の「キャリア教育」は生徒達は誰が講師で来るのかわからない状況で当日を迎える。
・F・マリノスがどんな仕事をしているか興味を持っていた。
・右記写真参照

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

中学1年生

参加者：各グループ8名
合計：26グループ

・中学1年生を対象に「F・マリノス」の仕事についての講話
・仕事をする上での苦労や喜びを伝え、今後に生かしていく



スポーツフォーラムよこすか2023
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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

ナショナルトレーニングセンター拡充施設・横須賀誘致委員会

2023年2月6日(月) ヨコスカ・ベイサイド・ポケット

①基調講演：室伏広治氏（スポーツ庁長官）「スポーツに通じた地域活性化」
②パネルディスカッション「今後の地域とスポーツのあり方と可能性」

・横須賀市ではサッカー・野球の他にウインドサーフィンやBMX、スケートボード、ダンス、eスポーツの代表者が集ま
り、各団体の視点から横須賀市でできることを発表。

・写真参照
・

スポーツで繋がる・創る

特になし（無料）

参加者：約200名（主な来賓：上地横須賀市長、小泉衆議院議員、他）
参加してくれた方には久里浜にできた「F・マリノススポーツパーク」を認識してもらえ、
今後も横須賀市と一緒に取り組んでいくことが周知できた。

パネルディスカッション
パネリスト：中山昭宏（横浜マリノス株式会社代表取締役社長）、室伏広治（スポーツ庁長官）
須長 由季（ウインドサーフィン）、田中大爾（ダンス）、川村丈夫（野球）、出口智嗣（BMX）、大久保嘉人(eスポーツ）



横浜市中学校給食「横浜Ｆ・マリノスコラボメニュー」
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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)

横浜市

2023年2月7日 各学校

・中学校給食喫食推進のために横浜市内スポーツチームとのコラボメニューを横浜市が実施。

・横浜F・マリノスのアカデミーに食事を提供しているSundayMonday Kitchenの村野明子さん監修のメニューを2月7日に提供。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

横浜市内中学生

※横浜市中学校給食献立表より

https://www.nissan-stadium.jp/shoprest/SundayMondayKitchen.php


日産CUP争奪 第49回神奈川県少年少女サッカー選手権 3位決定戦／決勝戦
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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)

一般社団法人神奈川県サッカー協会／神奈川新聞社

2023年2月19日(日) 日産フィールド小机

大会を盛り上げる為に、クラブとして協賛を行っている。

高学年・低学年の部の各3位決定戦・決勝戦、表彰式が行われ、
マリノスケが各試合の選手入場時の先導役、表彰式、抽選会などに参加した。

天然芝のピッチにて試合が行われ、各試合白熱した戦いが行われた。
選手家族やチーム関係者もスタンドから大声援を送っており、良い雰囲気の中で大会が開催された。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

神奈川県少年サッカーチーム

神奈川県少年サッカーチームの高学年466チーム、低学年429チームが参加し、トーナメント方式による大会として開催
された。大会全体を盛り上げた他、低学年の部では、横浜F・マリノスプライマリーが決勝戦で4対3で勝利し、5年ぶりの
優勝を果たした。



小机商店街&F・マリノス通り(新横浜町内会)清掃活動
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主催

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)

F・マリノススポーツクラブ

2023年2月19日(日) ①小机商店街、②F・マリノス通り(新横浜町内会)

・街を盛り上げる（その街に関わる人々を笑顔にする）
・この活動を通して地域との絆を強めたり、新たな人たちとのつながりを作る
・街にクラブカラー(トリコロール)を増やして、その街の方々にクラブを周知してもらう

・申し込みいただいた参加者とクラブスタッフによる清掃活動
・第1部(午前中)は小机商店街、第2部(午後)はF・マリノス通り(新横浜町内会)で活動を実施
・それぞれ清掃活動終了後に、その街のお店へ応援ショップ案内カードおよびクラブポスターを配布

・2022年に3回実施した活動で、2023年は1回目の実施
・今回からHPやTwitterやメールで募集案内を行い参加者を募った
・今年も定期的に実施して、多くの地域、多くの人との繋がりを増やしていきたい

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

誰でも

・第1部参加者20名、第2部参加者20名 ※うち両部参加者10名
・各部ともおよそ2時間実施（清掃活動約45分→休憩→案内カードおよびポスター配布約45分）



横須賀市学校給食「横浜Ｆ・マリノス応援献立」
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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

・横須賀市内全小中学校での提供。

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

2023年2月20～24日 各学校

・F・マリノススポーツパークのオープンを記念して実施。
横浜F・マリノスやスポーツパークに興味を持ってもらうことを目的とする

・横浜F・マリノスに在籍しているブラジル人選手に「好きな郷土料理は？」というアンケートを取り、
最も人気の高かった「フェイジョアーダ」を学校給食として提供。

・ブラジル人選手たちから子どもたちへのメッセージ動画も提供日に教室で放送。
・給食提供日にフェイジョアーダのレシピが書かれたチラシも配布。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

横須賀市内小中学生



横浜F・マリノスプロジェクト発表会
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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

横浜市立城郷小学校

2023年2月21日(火) 横浜市立城郷小学校

・2022年7月からスタートして、保護者を目の前にして最後のグループ発表会

・1月の中間発表ではマリノス株式会社代表取締役社長中山も参加してアドバイスを児童たちに送っていた。
・約半年間、各グループで協力して実施をしてもらった。

スポーツで繋がる・創る

横浜市立城郷小学校の小学6年生

・発表数：23グループ（広報、商品、営業、地域）
・各グループのアイデアは児童だからこそ思いつくという様な内容が多かった

・F・マリノスのスタッフになったつもりで、各グループごとにテーマを決め考える取り組み



LEADS TO THE OCEAN 海につづくプロジェクト
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主催／協力

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)

NPO法人海さくら、日本財団／ホームゲームサポートスタッフ

2023年2月25日(土) 日産スタジアム

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。
基本キックオフ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。
23シーズンは年間に10個以上のスタンプを集めると『ゴミ拾いマスター』に認定！

・23シーズンのLTOがスタートし、初回81名の方が参加
・活動の詳細やレポートは LTO横浜F・マリノス活動ページをご覧ください。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

誰でも

2/25 第66回(23シーズン第1回)参加者：81名

https://www.uminitsuzuku.com/#why
https://blueshipjapan.com/crew/marinos


横浜市 みんなのケータイリサイクル！
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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)

横浜市資源循環局、横浜市内スポーツチーム

2023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。

・2021シーズンからの継続実施活動

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

横浜F・マリノスホームゲーム来場者

・2/25 浦和戦 16個

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


#命つなぐアクション 日本体育大学による救護サポート
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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)

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

2023年2月~ 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。

・詳細はこちらもご参照ください。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

横浜F・マリノスホームゲーム来場者

・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

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


#命つなぐアクション 「スタジアムで倒れている人を見かけたら」動画
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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)

F・マリノススポーツクラブ、一般社団法人松田直樹NextGeneration、横浜市消防局(動画内容監修

2023年2月~ 日産スタジアム

・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
啓発する動画を作成しホームゲームで放映する。

・動画内ではスタジアム内のAEDの場所も紹介

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

スポーツで繋がる・創る

横浜F・マリノスホームゲーム来場者



鴨居中学校「和みルーム」サッカー教室・講話
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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

横浜市立鴨居中学校

2023年2月14日(火) 鴨居中学校

・「和みルーム」の生徒を対象に健康促進（課題：体育の実施ができていない）

・F・マリノスふれあいコーチによるサッカー教室
・F・マリノスアンバサダー波戸康広氏による講話（初開催）

・波戸アンバサダーによる講話を開催。経験談を真剣な眼差しで聞き、生徒や先生たちは感銘を受けていた。
・サッカー教室に参加できなかった生徒とは、波戸アンバサダーがオセロで勝負をして交流。
写真参照

0円 0円

和みルーム登録者 中学1年～3年生

参加生徒数：5名
波戸アンバサダーの講話を聞いた感想（生徒）
「話を聞いて、救われました。」「共感しました。」

あらゆる人に、スポーツを



WOMANサッカー
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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

その他
(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)

F・マリノススポーツクラブ

2023年2月2,9,16日(木) マリノストリコロールパーク新吉田

女性の方に運動・サッカーする場の提供

ウォーミングアップ、ボールワーク、ゲーム

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

小学校4年生以上

参加者＝延べ45名

あらゆる人に、スポーツを

参加者同士で会話も弾み、楽しそうに活動していた。
新しい方も参加する回数も増えてきた。



Enjoy Football
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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

その他
(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)

F・マリノススポーツクラブ

2023年2月18日(土) 大和ゆとりの森大規模グラウンド

ホームタウンである大和市でサッカーする機会の提供

ウォーミングアップ,ボールワーク、ゲーム
１部は少年用ピッチ ２部はフルピッチ

初めてEnjoyFootballに参加してくれた方が今回も多数いた。
知らない方同士でもサッカーやF・マリノスを通じて会話がみられた。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

18歳以上

参加者 1部＝76名 2部＝33名

あらゆる人に、スポーツを



ふぁんタイム
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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

その他
(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)

F・マリノススポーツクラブ

2023年2月23日(木・祝) マリノストリコロールパーク新吉田

知的・発達障がい児の運動・サッカーできる場の確保

ウォーミングアップ、トレーニング、試合の流れ
個々に合わせた声掛けで楽しくサッカーできる雰囲気づくり

天候も良く、皆一生懸命に活動していた。
年度のおわりということもあり、皆の成長も感じられた。

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

小学校１～６年生の知的・発達に障がいのあるお子さま

参加人数＝17名

あらゆる人に、スポーツを



横浜F・マリノスフトゥーロ
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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

その他
(ニュース等)

費用 売上

今後に向けて
(インナー向け)

①ツクイカップ：神奈川県知的障がい者サッカー連盟・株式会社ツクイホールディングス
②横浜市リーグ：横浜市サッカー協会
③横浜パラスポーツフェスティバル：横浜ラポール

2023年2月5日(日)、19日(日)、25日(土） 県立スポーツセンター、日産追浜グラウンド、谷本公園

①ツクイカップ：年間通したリーグ戦で成長の場とする
②市リーグ：リーグの中で特徴をもっていない方との試合をすることで経験値を上げる
③パラスポーツフェスティバル：試合経験があまりない選手たちが試合経験を積み上げる

①ツクイカップ：25分ハーフの試合 この日が各リーグ順位決定戦
②市リーグ：35分ハーフの試合
③パラスポーツフェスティバル：10分１本、３ブロックに分かれてのリーグ戦

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

横浜F・マリノスフトゥーロ A 横浜F・マリノスフトゥーロ/C・D・F 横浜F・マリノスフトゥーロD・E

①ツクイカップ：フトゥーロB セカンドリーグ優勝、フトゥーロC セカンドリーグ３位
フトゥーロD セカンドリーグ４位 フトゥーロE エンジョイリーグ３位

②市リーグ：vs LUMIERE AOBA 0-12●
③パラスポーツフェスティバル：Dチーム Eチーム

あらゆる人に、スポーツを

どのチームもっている力を存分に発揮しようとチャレンジしていた。
良い結果が出ない試合もあったが、諦めずにプレーしていた。



ランニングクラブ
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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

その他
(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)

F・マリノススポーツクラブ

2023年2月18，25日(土) 新横浜公園～鶴見川河川敷～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
・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意識

・25日はレッズとのホームゲーム前に実施
・マリノスサポーター、レッズサポーターが続々会場に行きかう中をランニング
・皆さん試合を待ちわびながら取り組んでいた

0円 0円

賞品提供以外の関りも作りたい

成人男性、女性

・暖かくなってきてランニングにはとても良い気候
・皆さん気持ちよく走っていた

あらゆる人に、スポーツを



横浜F・マリノスユース
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【代表選出】

この街から、世界へ

AFC U-20アジアカップウズベキスタン2023（3.1～18）U-20日本代表メンバーに選出

松村晃助選手

昨年度までユースに所属していた
山根陸選手、木村凌也選手、諏訪間幸誠選手も
U-20日本代表メンバーに選出されました。

U-20日本代表メンバーはコチラ↓↓↓
JFA | 公益財団法人日本サッカー協会ホームページ

http://www.jfa.jp/national_team/u20_2023/news/00031559/


横浜F・マリノスユース
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【代表選出】

この街から、世界へ

U-18日本代表国内トレーニングキャンプメンバーに選出

畑野優真選手 池田春汰選手



横浜F・マリノスプライマリー
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新横浜

この街から、世界へ

日産カップ争奪 第49回神奈川県少年少女サッカー選手権 中央大会（低学年）

2月19日（日）＠日産フィールド小机

<決勝戦>
横浜F・マリノスプライマリー vs FC PORTA
4 - 3
接戦を制し優勝！

大会結果はコチラ↓↓↓
一般社団法人神奈川県サッカー協会HP

https://kanagawa-fa.gr.jp/u12/


マリノスサッカースクール・スペシャルクラス
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サッカースクール

◆主な実施イベント
■J1リーグホームゲーム

2/25（土）vs浦和戦@しんよこフットボールパーク、日産フィールド小机
地域チームを招いてのスクール交流戦（4年生、5年生）

■YFAスーパーキッズ
2/19（土）YFAスーパーキッズゲーム（しんよこフットボールパーク）
横浜サッカー協会主催のサッカー大会へ参加（幼児）

＜2月会員数＞
【北エリア】新吉田校：274名、東山田校：334名、中山校：101名、小机校：148名、ライフネット菅田校：54名
【中央エリア】二俣川校：411名、大和校：240名、ShunsukePark校：187名
【南エリア】京急上大岡校：304名、追浜校：292名、リーフスタジアム校：190名
【大人スクール】211名

スペシャルクラス

・ゴールキーパーセレクション開催

この街から、世界へ


