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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 25 日（日）、東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園総合運動場において、

今年度国内予選大会の最後となる東京会場予選を開催いたします。また、当日は大会アンバサダーで

ある北澤豪さんも来場されます。 
 

東京会場予選では、関東地方を中心に、静岡、新潟、福島、岩手など全国から合計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ます。

世界の舞台につながる国内決勝大会への最後の切符をかけた今予選大会に、是非ご注目下さい。 

また、今予選には、今年イングランド・サウザンプトンへ移籍した李忠成選手（横河武蔵野フットボールク

ラブジュニア）、日本代表経験のある明神智和選手、阿部勇樹選手（柏イーグルス TOR '82）などプロ選

手を輩出しているチームも多く、ハイレベルな試合がが期待されます。 

 
 
 

＜開催概要＞ 

■大会名   ： ダノンネーションズカップ 2012 in JAPAN 東京会場予選 

 

■開催日時  ： 2012 年 3 月 25 日（日） 

 

■当日スケジュール 

             ・開会式                  9：00～  

             ・第 1 試合                9：30  キックオフ 

             ・最終試合               16：25  キックオフ 

             ・閉会式                 17：00～17：15 

 

■会場     ：駒沢オリンピック公園総合運動場・補助競技場・第二球技場（東京都世田谷区駒沢公園 1-1） 

 
 
 

 

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”今年最後の予選大会!! 
大会アンバサダー「北澤豪」さんも来場！ 

～3 月 25 日（日）東京会場予選（駒沢オリンピック公園総合運動場）～ 

＜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 

 ・特別予選大会 in 宮城  2012 年 3 月 10 日（土） 宮城県・アディダススポーツパーク 

 ・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) 

特別予選大会 12 チーム 

＜決勝大会＞ 

 予選大会上位 12 チーム＋特別予選大会上位 2 チーム＋前年度決勝大会ベスト 18 チーム 



 

横河武蔵野フットボールクラブジュニア (東京) FCトッカーノ (東京)

三菱養和サッカークラブ調布ジュニア (東京) アミーゴFC (東京)

烏山北フットボールクラブ (東京) FCトレーロス (東京)

ムスタングFC (東京) エルマーズフットボールクラブ (東京)

城北アスカFC (東京) 飛田給FC (東京)

東根少年サッカークラブ (東京) 栗の実サッカークラブ (東京)

キタミ80FC (東京) 清瀬FC (東京)

あざみ野キッカーズジュニア (神奈川) バディーSC (神奈川)

関谷SC (神奈川) W.O.Fオールスターズ (神奈川)

新座片山FC (埼玉) コスモSC (埼玉)

東川口フットボールクラブ・ジュニア (埼玉) 大宮アルディージャ (埼玉)

リバティSC (埼玉) ネオスフットボールクラブ (埼玉)

柏イーグルスTOR '82 (千葉) FC日立 (茨城)

FC水戸ホーリーホックジュニア (茨城) ザスパ草津 (群馬)

ヴァレンテとおのサッカースポーツ少年団 (岩手) Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブ (福島)
SaLFUS oRs (静岡) アルビレックス新潟ジュニア (新潟)

<東京会場予選>　出場チーム一覧

 

 

会場アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東急田園都市線 駒沢大学駅より 

 ・徒歩（所要時間約 15 分） 

■JR・東急田園都市線 渋谷駅より 

・JR 渋谷駅西口 31 番乗り場より 

東急バス＜渋 11 系統田園調布駅行き＞に乗車→「駒沢公園東口」または「東京医療センター前」で下車（約 30 分間） 

■JR・東京メトロ日比谷線 恵比寿駅より 

・JR 恵比寿駅西口三井住友銀行前より 

東急バス＜恵 32 系統用賀行き＞に乗車→「東京医療センター前」または「駒沢公園」で下車（約 25 分） 

※プレス用駐車場のご用意はございません。お車でお越しの際は、会場内有料駐車場のご利用をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

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） 

 

ダノンジャパンについて www.danone.co.jp  

ダノンは、25 年以上にわたり、日本の消費者の皆様に栄養価のあるチルド乳製品をお届けしています。

今日では、「ダノンビオ」、「ダノンデンシア」、「プチダノン」、「ベビーダノン」、「ダノンヨーグルト」の製品を

取り揃え、おいしさだけでなく、ヘルシーな食品をお届けしています。  

 

ダノングループについて www.danone.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

使命に掲げています。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 カ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。2011 年度売上 193 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 Sustainability Index STOXX and World, 

ASPI Eurozone、Ethibel Sustainability Index に入っています。  

 

http://www.danone.co.jp/
http://www.danone.com/

