＜PRESS RELEASE＞

2012 年 2 月 13 日

日本唯一の FIFA 公認 U-12 国際サッカー大会！

“ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN”が遂にキックオフ！！
大会アンバサダー「北澤豪」さんが来場。
さらに、元日本代表 「宮本恒靖」さんも出身チームの応援に駆け付けます！
～3 月 4 日（日） 大阪会場予選（大阪・J-GREEN 堺） 開催！～
ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN 実行委員会

「ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN」（特別協賛：ダノンジャパン株式会社、ダノンウォーターズオブジ
ャパン株式会社）は、3 月 4 日（日）、大阪府堺市の J-GREEN 堺において、今年の熱戦の幕開けとなる大
阪会場予選を開催いたします。当日は、大会アンバサダーである北澤豪さんが来場。さらに元日本代表の
宮本恒靖さんも出身チームの応援に駆け付けます。
大阪会場予選では、関西圏を中心に、福岡、香川、石川、東京など全国から合計 32 チームが参加し、1 次
ラウンド（予選リーグ）、2 次ラウンド（決勝進出チーム決定戦）を勝ち抜いた上位 4 チームが、3 月 31 日
（土）・4 月 1 日（日）に東京（駒沢オリンピック公園総合運動場）にて開催される決勝大会へ出場いたします。
決勝大会の優勝チームには、今秋ポーランドにて行われる世界大会への出場権が与えられ、国内大会の
最初となる今予選は、まさに世界へつながる熱戦の幕開けとなります。
また、今予選では 2011 年 FIFA 女子年間最優秀選手の澤穂希選手（安満 SC）やドイツ・ブンデスリーガで
活躍する香川真司選手（センアーノ神戸 Jr.）などのプロ選手を輩出しているチームも多く、当日は伏山台 FC
の OB である元日本代表選手 宮本恒靖氏が出身チームの応援に駆け付けます。

＜開催概要＞
■大会名

： ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN 大阪会場予選

■開催日時 ： 2012 年 3 月 4 日（日）
■当日スケジュール

■会場

・開会式

8：30～

・第 1 試合

9：00 キックオフ

・最終試合

16：00 キックオフ

・閉会式

16：30～17：00

： J-GREEN 堺（堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター）サッカーフィールド
▲住所：大阪府堺市堺区築港八幡町 145

＜本件に関するお問い合わせ＞
ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN PR 事務局
担当 株式会社フルハウス 山下・佐野
Tel：03－5413－0293 Fax：03－3401－8085 E-mail s.yamashita@fullhouse.jp
大会当日のご連絡先： 080-5227-9406（山下）

ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN 大会概要
■大会名称

：ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN

■主催

：ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN 実行委員会

■主管

：財団法人東京都サッカー協会、財団法人愛知県サッカー協会、
社団法人大阪府サッカー協会

■後援

：文部科学省、外務省、財団法人日本サッカー協会

■特別協賛

：ダノンジャパン株式会社、ダノンウォーターズオブジャパン株式会社

■協賛

：SPX フローテクノロジージャパン株式会社、
北関東トゥエンティワン流通事業協同組合、鴻池運輸株式会社、清水建設株式会社、
ダイセーエブリー二十四株式会社、高砂熱学工業株式会社、株式会社竹中工務店、
日世株式会社

■協力

：アディダスジャパン株式会社、凸版印刷株式会社、プラス株式会社

■大会趣旨
・世界大会でプレーできる切符を手にする機会を、日本の子供たちに広く提供する。
・サッカーを通じて、フェアプレー精神、チームワーク、他チームとの交流や親睦を図り、健全な心身を
育てる場を提供する。
・サッカーを通じて、子供たちに社会貢献や国際交流に目を向けてもらう機会を提供する。
■大会日程
＜予選大会＞
・大阪会場予選 2012 年 3 月 4 日( 日)

大阪府・J-GREEN 堺

・愛知会場予選 2012 年 3 月 18 日( 日)

愛知県・豊田市運動公園

・東京会場予選 2012 年 3 月 25 日( 日)

東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場

＜決勝大会＞
2012 年 3 月 31 日( 土)、4 月 1 日( 日)

東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場

■参加チーム数
＜予選大会＞
各予選会場 32 チーム× 3 会場( 計 96 チーム)
＜決勝大会＞
予選大会上位 12 チーム＋前年度決勝大会ベスト 18 チーム

<大阪会場予選> 出場チーム一覧
アンドリュースFC (大阪)
玉川FC (大阪)
安満サッカークラブ (大阪)
なみはやFC (大阪)
EXE90FCJr. (大阪)
ユナイテッド平野SC (大阪)
吹田千里FC (大阪)
FCレオーネ (大阪)
センアーノ神戸Jr. (兵庫)
長尾ウォーズフットボールクラブ (兵庫)
長尾台サッカークラブ (兵庫)
京都田辺FC (京都)
カスティージョ水口 (滋賀)
ソレステレージャ奈良2002 (奈良)
M.FC高松Jr. (香川)
BROOKS. JFC (福岡)

T・フジタSC枚方 U-12 (大阪)
STAYCOOL FC (大阪)
DREAM (大阪)
大阪市サッカースクール2001 (大阪)
伏山台フットボールクラブ (大阪)
浜寺昭和FC (大阪)
ガンバ大阪門真ジュニア (大阪)
サザンウェイブ泉州FC (大阪)
段上SC (兵庫)
西宮少年サッカースクール (兵庫)
京都紫光サッカークラブ (京都)
精華FCスポーツ少年団 (京都)
治田西SSS (滋賀)
アスペガス生駒フットボールクラブ (奈良)
星稜ジュニアサッカークラブ (石川)
府中新町FC (東京)

会場アクセス

■南海電車 南海線 堺駅より
南海バス「堺駅西口」1 番のりばから
・＜20 系統 北回り＞行きに乗車 → 「J-GREEN 堺南口」下車（所要時間：約 20 分）
・＜J1 系統Ｊグリーン堺クラブハウス前＞行きに乗車 → 「J-GREEN 堺クラブハウス前」下車（所要時間：約 15 分）

■大阪市営地下鉄四ツ橋線 住之江公園駅より
南海バス「住之江公園駅前」のりば から
・＜S11 系統 匠町＞行きに乗車 → 「堺浜北」下車（所要時間：約 15 分）
・＜J11 系統 J-GREEN 堺クラブハウス前＞行きに乗車 → 「J-GREEN 堺クラブハウス前」下車（所要時間：約 15 分）

ダノンネーションズカップについて
2000 年から開催している FIFA 公認の U-12 サッカー世界大会であり、元フランス代表のジダン氏が大会の
アンバサダーを務めています。現在は世界 40 ヵ国で予選を行い、250 万人以上の少年・少女が参加してい
ます。2012 年の日本大会では、東京・愛知・大阪の 3 ヵ所で予選を行い、今秋ポーランドで行われる第 13
回世界大会に出場する日本の代表チームを決定します。
「ダノンネーションズカップ 2012 in Japan」ホームページ（http://www.danonecup.jp）
ダノングループについて www.danonecup.com
ダノングループは、フォーチュン 500 に数えられ、世界において最も成功を収めているヘルシーな食品をお
届けする企業のひとつです。世界中のできるだけ多くの人々に、食品を通じて健康をお届けすることを使命
に掲げ、この使命を達成していくことが、ダノングループの継続的な力強い成長の原動力となっています。
現在、全世界において五大陸 120 ヵ国以上で事業を展開しており、約 8 万人の従業員を擁し、約 160 の工
場があります。2010 年度売上 170 億ユーロを誇り、チルド乳製品（世界第 1 位）、ウォーター（世界第 2 位）、
乳幼児向け食品（世界第 2 位）、および医療用栄養食の 4 つのビジネスを核としたヘルシーな食品をお届け
する企業として確固たる地位を築いています。
Euronext Paris 上場企業。社会貢献活動としては、Dow Jones Sutainability Index STOXX and World,ASPI
Eurozone、Ethibel Sustainability Index に入っています。

