
2017横浜ＦＣあしながドリーム基金 
報告書 

横浜ＦＣ 法人営業部 



2017あしながドリーム基金 来場人数 

2017あしながドリーム基金 前半戦招待人数 

日時 対戦相手 招待人数 

2月26日 松本山雅FC 625  

3月12日 ザスパクサツ群馬 707  

3月25日 徳島ヴォルティス 500  

4月8日 京都サンガF.C 47  

4月22日 ジェフユナイテッド千葉 378  

5月3日 愛媛FC 407  

5月17日 カマタマーレ讃岐 28  

5月27日 名古屋グランパス 1,370  

6月3日 レノファ山口 59  

6月17日 モンテディオ山形 333  

6月25日 湘南ベルマーレ 805  

前半合計招待人数 5,259  

 あしながドリーム基金を活用させていただき、「10,219名」の子供たちを招待する事ができました。 
 ※昨年度は7,210名のご招待 

2017あしながドリーム基金 後半戦招待人数 

日時 対戦相手 招待人数 

7月15日 FC岐阜 346  

7月22日 V・ファーレン長崎 478 

8月5日 大分トリニータ 781 

8月20日 水戸ホーリーホック 7  

9月9日 ツエーゲン金沢 106 

9月16日 東京ヴェルディ 539 

10月7日 アビスパ福岡 992 

10月20日 ＦＣ町田ゼルビア 20 

11月5日 ロアッソ熊本 818 

11月12日 ファジアーノ岡山 873 

後半戦招待人数 4,960 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ① 

2月26日 vs.松本山雅 

風のバード 

横浜市南福祉授産所 

地域活動支援センターBB 

障害福祉サービス事業所ネバーランド 

ぱれっとハウス 

たんまち福祉活動ホーム 

一般社団法人スコップ  

ウイングス 

ＲＤＰ横浜 

すぺーすモモ 

せせらぎ 

杜の会障碍者グループホーム  

しもごう 

社会福祉法人同愛会 横浜第二事業部 

ペガサス 

3月12日 vs.ザスパクサツ群馬 

風のバード 

地域活動支援センターBB 

ぱれっとハウス 

たんまち福祉活動ホーム 

せせらぎ 

えだ福祉ホーム 

NEXT STAGE 

サザン・ワーク 

おだか 

わくわくワーク大石 

誠幸会 

ウイングス 

横浜市南福祉授産所 

スコップ 

すぺーすモモ 

誠心会ハイツ川井 

ペガサス 

地域生活センター和 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ② 

3月25日 vs.徳島ヴォルティス 

障害者地域活動ホームいずみ会館 

風のバード 

スマイルワークス 

たんまち福祉活動ホーム 

誠心会ハイツ川井 

地域活動支援センターBB 

横浜市南福祉授産所 

ペガサス 

しんよこはま地域活動ホーム 

T＆C 

4月22日 vs.ジェフユナイテッド千葉 

たんまち福祉活動ホーム 

アトリエもくせい 

杜の会障碍者グループホーム 

サザン・ワーク 

マインド葦 

リバーサイド泉 

誠心会ハイツ川井 

わくわくワーク大石 

グループホーム楽・楽３ 

ひかりの里 

一般社団法人スコップ 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

しんよこはま地域活動ホーム 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ③ 

4月8日 vs.京都サンガF.C 

ワークポート根岸橋 

たんまち福祉活動ホーム 

アトリエもくせい 

株式会社トレジャーボックス アール 

サザン・ワーク 

リバーサイド泉 

誠心会ハイツ川井 

わくわくワーク大石 

ギッフェリ 

ペガサス 

横浜市地域活動支援センターBB 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

しんよこはま地域活動ホーム 

5月3日 vs.愛媛FC 

たんまち福祉活動ホーム 

おだか 

誠心会ハイツ川井 

社会福祉法人同愛会 横浜第二事業部 

わくわくワーク大石 

グループホーム楽・楽３ 

就労移行支援事業所ちいさな種 

NPO法人地域作業所おだか 

鶴門会横浜技術センター 

ひかりの里 

ペガサス 

社会福祉法人県央福祉会地域活動支援センター ウイアー 

しんよこはま地域活動ホーム 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

5月17日 vs.カマタマーレ讃岐 

ひかりの里 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

ペガサス 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ④ 

5月27日 vs.名古屋グランパス 

ひかりの里 

（株）トレジャーボックス アール 

わかば工芸 

ペガサス 

希望更生センター 

NPO法人りんご会 りんごの木 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

6月3日 vs.レノファ山口 

ひかりの里 

横浜市栄区生活支援センター 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

6月17日 vs.モンテディオ山形 

ひかりの里 

社会福祉法人キリスト教児童福祉会 聖母愛児園 

横浜市栄区生活支援センター 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

株式会社一颯 いぶきの風・泉 

地域活動支援センターペガサス 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ⑤ 

6月25日 vs.湘南ベルマーレ 

ひかりの里 

就労継続支援A型事業所 ファムロード日野南 

(株）トレジャーボックス アール 

横浜市栄区生活支援センター 

ペガサス 

株式会社一颯 いぶきの風・泉 

社会福祉法人恵友会サザン・ワーク 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

すぺーすモモ 

しんよこはま地域活動ホーム 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

キッズベースキャンプ 

7月15日 vs.FC岐阜 

ひかりの里 

横浜市栄区生活支援センター 

社会福祉法人恵友会サザン・ワーク 

社会福祉法人キリスト教児童福祉会 聖母愛児園 

マインド葦 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ⑥ 

7月22日 vs.V・長崎 

ひかりの里 

障害福祉サービス事業所 トロワランド 

デイケアぬじゅみ 

横浜市栄区生活支援センター 

社会福祉法人同愛会 横浜第二事業部 

居宅サポート・リバーサイド泉 

社会福祉法人 恵和めぐみ 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

FIFTYCLUB 

8月5日 vs.大分トリニータ 

ひかりの里 

わかば工芸 

横浜市栄区生活支援センター 

りんごの木 

一般社団法人スコップ 

社会福祉法人恵友会サザン・ワーク 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

地域作業所第２しもごう 

8月20日 vs.水戸ホーリーホック 

ひかりの里 

医療法人誠心会 ハイツ川井 

地域活動支援センター 陶 

横浜市栄区生活支援センター 

地域作業所第２しもごう 

9月9日 vs.ツエーゲン金沢 

医療法人誠心会 ハイツ川井 

ひかりの里 

社会福祉法人同愛会 横浜第二事業部 

地域作業所 浜風 

地域活動支援センター 陶 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

しんよこはま地域活動ホーム 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ⑦ 

9月16日 vs.東京Ｖ 

障害者地域活動ホームいずみ会館 

地域活動支援センター工房タッチ 

 (株）トレジャーボックス アール 

旭カンパニー 

ひかりの里 

横浜市栄区生活支援センター 

社会福祉法人恵友会サザン・ワーク 

一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

地域作業所第２しもごう 

医療法人誠心会 ハイツ川井 

中井ＦＣ 

10月7日 vs.アビスパ福岡 

ひかりの里 

横浜市栄区生活支援センター 

居宅サポート・リバーサイド泉 

社会福祉法人同愛会 横浜第二事業部 

ペガサス 

地域活動支援センター 陶 

医療法人誠心会 ハイツ川井 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

中井ＦＣ 

10月20日 vs.町田ゼルビア 

ひかりの里 

横浜市栄区生活支援センター 

聖母愛児園 



2017あしながドリーム基金 来場団体一覧 ⑧ 

11月5日 vs.ロアッソ熊本 

地域活動支援センター工房タッチ 

ひかりの里 

地域活動支援センターせせらぎ 

横浜市栄区生活支援センター 

ぱれっとハウス 

ペガサス 

NPO法人もくせい 「アトリエもくせい」 

社会福祉法人同愛会 横浜第二事業部 

ウイングス 

医療法人誠心会 ハイツ川井 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

地域作業所第２しもごう 

ＳＣ福沢 

11月12日 vs.ファジアーノ岡山 

ひかりの里 

地域活動支援センターせせらぎ 

横浜市栄区生活支援センター 

グループホームカリタス 

ぱれっとハウス 

社会福祉法人同愛会 横浜第二事業部 

社会福祉法人 横浜博萌会 横浜いずみ学園 

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 

坂本サッカークラブ 

特定非営利法人 Action 

 2017横浜FCあしながドリーム基金へのご支援、 
 誠にありがとうございました。 
 2018シーズンも引き続きまして、 
 何卒よろしくお願い致します。 


