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↑→新年蹴り初め風景：運動公園にて

マイナビベガルタ仙台 栃木ウーヴァＦＣ
（なでしこリーグ） （関東リーグ１部）

小野　瞳　選手 鈴木　隆雅　選手

背番号　９ 背番号　２６

経歴 経歴

活動会員（一般） １２２名 活動会員（学生） １２０名
トップチーム ２９名 ジュニアユース ３２名

ＳＣ １８名 ジュニア ５７名

シニア・ＦＣ ５３名 各種スクール ３１名

テニススクール ２２名 正会員 ６０名

【総合型地域スポーツクラブ】

マリソル松島スポーツクラブ

クラブ
会員数

計　３０２名
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キーズ-聖和学園高-早稲田
大-東京電力マリーゼ
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理事長　　林　裕志

 今年度も４月よりジュニア新人大会、シニアゴールドリーグに始まり、各カテゴリー、各種スクールが日々活動し
ております、それぞれがチームワークやフェアプレーを心がけて目標に向かっておりますのでご声援、ご協力よ
ろしくお願いします。

１/６に開催された新年蹴り初めの模様です、前日からの残雪
がありましたが、元気に開催しました！！今回は仙台中田ＳＣ
を招待しての交流、また恒例の親子交流も行いました。

 入梅の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

 会員の皆様方には、当クラブの活動に格別なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 当クラブでは、クラブ設立から１３年目を迎え、サッカークラブ活動のみならず、町内施設を活用した幼児

から高齢者までの各種教室・大会開催やスクール事業にも取り組み、クラブ活動の充実に努めております。

 また、今年度は、新たに松島町Ｂ＆Ｇ海洋センター施設の指定管理者となり、利用団体との調整等のほか、

さらなる業務内容の充実に奮闘しているところです。

　少子高齢化が叫ばれる今日、当クラブとしてもスポーツを通じて『ひとづくり』や『地域づくり』を大切に

して、会員の皆様方と新たなアイデアを熟考し、クラブ運営やスポーツ活動の普及・提供に努めてまいりま

すので、今後ともご厚情を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

２０１８年度も始まっております！

マリソルジュニア-ＦＣみや
ぎ-鹿島ユース-鹿島アント
ラーズ-ジェフ千葉-愛媛ＦＣ

 ２人ともマリソル松島ジュ
ニアを経験して育った選手
です！
 今シーズンもたくさんの
ご声援よろしくお願いしま
す！

【ＯＢ、ＯＧ紹介】
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平成２９年度活動報告 ・全日本少年大会（Ｕ１２）　※県大会ベスト８

・ミヤギテレビ杯新人大会（Ｕ１１）　※県大会ベスト１６

【サッカー　育成部門】 ・ミヤギテレビ杯４年生大会（Ｕ１０）　※県大会出場

・くまがい杯低学年大会（Ｕ９）　※県大会出場

ジュニア ・東北学院フェスティバル（Ｕ１２）　準優勝

・さくらんぼカップ（Ｕ１２）　第４位

・七ヶ浜サマーカップ（Ｕ１２）　第４位

・登米少年交流大会（Ｕ１２）　優勝

・松島マリンカップ（Ｕ１２）　第４位

・亘理ライオンズ杯（Ｕ１２）　準優勝

・第２２回気仙沼キッズカップ（Ｕ９）　準優勝

・チャイルドカップ（Ｕ１０）準優勝、（Ｕ８）第３位

・多賀城ライオンズ杯（Ｕ１２）　第３位

・中央地区フットサル大会（Ｕ１２）　優勝

・気仙沼フレンドカップ（Ｕ１２）　第３位

・明治カップ（Ｕ１２）　準優勝

松島中サッカー部 ・第３８回塩竈神社杯
（ジュニアユース） ・栗駒山麓サッカー大会　準優勝

・第２０回ペナルティカップ　第４位

・セントラルカップ　第３位

・中総体地区予選　第３位

・名取ロータリーカップ、櫛引カップ
・中体連新人大会郡予選　優勝

・中体連新人大会ブロック予選　第２代表

・中体連新人県大会　第３位

・第１０回那須チャレンジカップ
・第２４回亘理町長杯
・第５回相馬復興支援交流大会
・第４４回静岡フェスティバル

【サッカー　一般部門】　２０１７年度　結果報告

トップチーム ・第４２回　宮城県リーグ１部　２勝１２敗　※２部へ降格

・第５３回　全国社会人サッカー選手権大会県予選　ベスト８

タック５０ ・第２４回　宮城県ゴールドリーグ　７勝１敗　準優勝

・第２４回　東北シニア選手権大会　第４位（青森県十和田市開催）

タック４０ ・第２４回　宮城県ゴールドリーグ前期　２勝２敗２分　６位

・第２４回　宮城県ゴールドリーグ後期　１敗２分　４位　※総合９位

タック３５ ・第５回　日本スポーツマスターズ２０１７県予選　準優勝

ＳＣ ・第４７回　塩釜地域サッカーリーグ１部　５勝２敗１分　優勝

【スクール部門】　平成２９年度活動報告　※年間活動人数総計

テニス ・延べ参加人数：８３２名 レスリング
バドミントン ・延べ参加人数：４８１名 キッズサッカー ・延べ参加人数：３４３名

テニススクール 
一般の部も 

活動しています！！ 
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平成２９年度事業報告（クラブ主催事業）

・第２２回松島マリンカップジュニアユース大会　８/１８～２０（参加２０チーム）

※優勝：ＦＣみやぎバルセロナ

・第２９回松島マリンカップジュニア大会　８/２６、２７（参加３６チーム）
※優勝：本荘南ＳＳＳ

・心の震災復興グラウンドゴルフ大会　６/１３、９/１１

・第１３回松島マリンカップシニア大会　１０/２１、２２（参加１２チーム）
※優勝：宮城フェニックスＳＣ（６０代） 千葉四十雀ＳＣ（５０代） ※４０代は交流試合

・マリンカップテニス交流大会　１１/２６

・新年初蹴り、新年会　１/６

・第５回松島マリンカップバドミントン中学生大会　２/２４、２５

・松島町内清掃作業　３/４

・松島マリンカップ社会人交流フェスティバル　２/１１～３/２５

↓高城コミュニティーセンターにて

平成２９年度事業報告（toto助成事業） ↑バドミントン大会風景：松島中学校体育館にて

・太極拳体験教室
開催期間：通年

講師：千葉　桂子さん
（日本健康太極拳協会宮城県支部理事）

・医学セミナー　３月２４日開催

講師：井上　祐介　先生
（仁接骨院/塩釜市）

内容：シニア健康教室

・医学セミナー　７月２０日開催

平成２９年度事業報告（その他） ↓松島町民プール「美遊」にて

・水中運動教室
開催期間：１２月～３月

・未就学児巡回スポーツ体験教室
５～２月開催

・小中高合同サッカークリニック　通年：１１回開催（６１７名参加）

・合同ゴールキーパー練習会　通年：１２回開催（１３７名参加）

 各幼稚園・保育園にて、リズム・ダンス体
験、また運動公園にてボール遊び体験を
行いました。

 健康づくりを目的としたゆっくりとした
運動です（足腰や肩などの不安を抱えてい
る方や運動不足解消のため）

 松島町内在住の方が健康を
維持するための動きについて
実技を交えて学びました。
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 技術習得、コミュニケー
ション能力向上のため継
続的に開催している松島
高校、松島中学校、マリソ
ルジュニアでの合同練習
です。また、ゴールキー
パーの専門練習日を設
けて活動しています。

 大塚製薬から講師を招き、ジュニ
アの親子を対象に食事の大切さを
学んでもらいました。

 クラブでは、スポーツ振興センターより
一部助成を受けてスポーツ振興・普及活
動をしています。
また、totoバス設置助成を受け練習等の
送迎に活用しています。
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平成３０年度活動報告、予定 ・ＭＦＡリスペクトリーグＵ１２　開催中
※４、５月中旬迄の活動報告と今後の予定 ・２０１８ミヤギテレビ杯新人大会地区予選　第１位※県大会出場

【サッカー　育成部門】 ジュニア ・ＴＤＫ山崎貞一杯（Ｕ１０）　準優勝

・２０１８ミヤギテレビ杯新人大会県大会１次予選　６/３～

・東北学院フェスティバル　６/１７

・松島町スポーツ少年団入団式　６/２３

・２０１８ミヤギテレビ杯４年生大会地区予選　６/３０～７/２１

・さくらんぼカップＵ１２（山形県東根市）　７/７、８

・七ヶ浜サマーカップ、登米カップ　７/２８、２９

・ＮＡＫＡＤＡ ＣＵＰ、東松島フェスティバル　８/４、５

・利府町長杯　８/１１、１２

・夫婦町交流事業　８/１７～１９（象潟町）　８/２５、２６（松島町）

・由利本荘市カップ、登米カップ　８/１８、１９

・松島マリンカップジュニア大会　８/２６、２７

松島中サッカー部 ・第３９回塩竈神社杯
（ジュニアユース） ・栗駒山麓カップ

・第２１回鏡石ペナルティカップ
・中総体郡予選　６/９、１０

・松島マリンカップジュニアユース大会　７/２７～２９

【サッカー　一般部門】 トップチーム ・第４２回宮城県リーグ２部
４/８ △１－１対田尻ＦＣ、４/１５ ●０－６対ＫＥＭＯＮＯ槻木、４/２９ ●１－３対南小泉クラブ

タック６０※新設 ・第２５回　宮城県ゴールドリーグ
４/１５ ●０－４対宮城フェニックスＪ、４/２２ ◯４－０対グレッサー石巻

タック５０ ・第２５回　宮城県ゴールドリーグ
４/８ ◯２－０対ＦＣ３５シオガマ、４/１５ ◯６－０広瀬ＦＣ、４/２２ ●１－２対レ・トラント・アンフィニ

５/２０ ◯１－０対宮城萩工クラブ

・第２５回　東北シニアサッカー選手権（岩手県遠野市開催）　７/２１、２２

タック４０ ・第２５回　宮城県ゴールドリーグ前期Ｂ
４/８ ◯１－０対レ・トラント・プリュ、４/１５ ◯７－０対ＥＭＦＣ、５/６ ◯６－０対大崎ＦＣシニア

タック３５ ・日本スポーツマスターズ２０１７県予選　５/２７

ＳＣ ・第４８回　塩釜地域サッカーリーグ ５/２０ ◯３－０対塩釜ＦＣ２０２

平成３０年度事業予定
・第２３回松島マリンカップジュニアユースサッカー大会　７/２７～２９ ・各種スクール活動、各種教室
・第３０回松島マリンカップジュニアサッカー大会　８/２５、２６ ・スポーツ巡回指導
・第１４回松島マリンカップシニアサッカー大会　１０/２７、２８ ・スポーツセミナー（医学、栄養学等）

・心の震災復興グラウンドゴルフ大会　７/４、９/７予定 ・小中高合同サッカークリニック
・第６回松島マリンカップバドミントン中学生大会　冬期予定 ・合同ゴールキーパー練習会

・（有）Ｆ・Ｆ磯崎　・（有）うちみ水道　・海畑　・（有）オジマ　・（有）割烹中央　・熊谷クリーニング店

・松華堂菓子店　・（株）鈴憲商店　・（株）千葉商店　・パレス松洲　・（有）フジサキスポーツ

・ホテル松島大観荘　・（有）松島ガス　・宮城フェニックスサッカークラブ　・紫神社　・ＲＥＳＴ株式会社

マスコットキャラクター

「マリソルくん」

松島運動公園内事務所
〒981-0215　宮城郡松島町高城字動伝一、34-1 TEL　022-781-6320 FAX　022-781-6321
松島町Ｂ＆Ｇ海洋センター内事務所
〒981-0215　宮城郡松島町高城字浜1-1 TEL　022-353-3688 FAX　022-353-3713
松島フットボールセンター内事務所
〒981-0211　宮城郡松島町手樽字大蓬沢13-1 TEL　022-354-6797 FAX　022-354-5770

ホームページ://www7b.biglobe.ne.jp/marysol-matsushima/

マリソル松島スポーツクラブＮＰＯ法人

エンブレム：松島の「松」と海
の生き物「タツノオトシゴ」
がイメージされています

順不同
ご支援いただいている賛助会員の皆様

５/２０ △２－２対東北クラブ


