
大会概要

今回で第19回を迎える「メニコンカップ2013～日本クラブユースサッカー東西対抗戦（U-15）～」は次世代のサッカー
界を担う中学生世代の優秀選手を、毎年9月、名古屋瑞穂公園 ラグビー場へ一同に集め、熱戦を繰り広げるオールス
ター戦として定着しています。
大会の目的の一つである次世代を担う若手層の育成においては、大会に出場した多くの選手が各年代の日本代表に
選出されるなどの成果を上げています。
さらに、併催のジュニアサッカースクールは、地元のサッカー少年・少女達にトップレベルの技術指導を提供し、毎年
好評を博し、地域貢献という点でも実績を残しています。

そして今回、第19回を迎えるにあたり、メニコンでは震災被災地の復興支援と青少年の未来ためにもっとできることはな
いかを考え、前頁にて掲げる協賛意義の基、この大会と関連したアクションをしていこうと考えています。
一人でも多くの青少年に、「夢」「チャレンジスピリット」の可能性を届けていきます。
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メニコンカップ2013 日本クラブユースサッカー東西対抗戦（U-15）

名古屋市瑞穂公園 ラグビー場

公益財団法人 日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟、中日新聞社

公益財団法人 愛知県サッカー協会、名古屋サッカー協会

公益社団法人日本プロサッカーリーグ、愛知県､名古屋市､愛知県教育委員会､名古屋市教育委員会、

全国新聞社事業協議会

株式会社 メニコン

プーマ®／株式会社モルテン／キリンビバレッジ株式会社

ＡＮＡ／名古屋グランパス／FM愛知／中部日本放送

2013年9月8日（日）／キックオフ13：00予定

EAST vs WEST

前後半40分ハーフ／延長なし、同点の場合PK

大人500円／小中学生300円 （前売り・当日料金同じ）

※チケットは7月13日（土）より発売（問い合わせ先：チケットぴあ 0570-02-9999）

「第28回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会」および「デベロップカップ2013」の

出場チームの中から優秀選手を選考、所属クラブ所在地により選手を東西に分け、メニコンカップ

出場チームを編成する。

●東西の地域分け（予定）

＜EAST＞北海道、東北、関東、北信越各地域

＜WEST＞東海、関西、中国、四国、九州各地域

●選手出場資格

公益財団法人日本サッカー協会に第３種登録し、なお且つ一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟に

加盟するチームに所属する選手で、次の条件を満たすもの

・他のクラブチーム及び中学校サッカー部などに二重登録されていないこと

・1998年4月2日以降に出生した者

●選手選出日

8月24日（土）第28回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会決勝戦終了後

・「メニコンカップ2013 ジュニアサッカースクール」を試合前に開催 （詳細は次ページ参照）
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ジュニアサッカースクール

「メニコンカップ2013」に先立ち、小学生を対象としたサッカー教室を開催します。一般募集の少年・少女達に、
名古屋グランパスのコーチに加え、特別講師にスポーツジャーナリストの中西哲生氏を迎え、指導にあたります。
終了後は記念撮影のほか、記念品のプレゼントも用意されています。

開催日時 2013年9月8日（日） 10：30～11：45 予定

会 場 名古屋市瑞穂公園 ラグビー場

講 師 中西 哲生 （スポーツジャーナリスト）
名古屋グランパススクールコーチ

参加資格 小学生の男女

募集人数 約200名

内 容 サッカーの基本技術の理解を目的とし、キック・パス・トラップ・
ヘディング・シュートなどの指導を行う。

申込方法 ①FAXで申込みの場合
メニコンホームページから申込書（PDF）ファイルをダウンロード。
ダウンロードしたファイルを出力し、住所・氏名（ふりがな）・年齢・学年・性別・
電話番号・サッカー歴を記入し、下記FAX番号へ送付。

②ハガキで申込みの場合
ハガキ（一人一枚）にて郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・学年・性別・
電話番号を記入し申込み。

応募者多数の場合は抽選で、折り返し参加証を送付。

＜申込・問い合せ先＞
〒460-8511 中日新聞社 スポーツ事業部
「メニコンカップ2013 ジュニアサッカースクール」事務局
TEL：052-290-0013／FAX：052-221-0739 （担当：菊永・鈴木）

※当日は午前10時より瑞穂公園 ラグビー場正面１階にて受付。
（同伴者も正面スタンド入場可能）

※参加者は各自運動できる服装・スポーツシューズ・サッカーボールを用意。
※落選者には観戦入場券（招待券5枚）を送付。

応募期間 7月22日（月）～8月16日（金）

その他 終了後、講師陣との記念撮影会を実施。
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過去出場選手の活躍状況

■ Ｊリーグ 113名 海外クラブ 6名

■2013 FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013日本代表

権田修一 ＦＣ東京 ＜メニコンカップ‘03出場＞
細貝萌 レバークーゼン ＜メニコンカップ‘01出場＞
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■2012 ロンドンオリンピック U-23日本代表

権田修一 ＦＣ東京 ＜メニコンカップ‘03出場＞
山口螢 セレッソ大阪 ＜メニコンカップ’05出場＞
齋藤学 横浜Ｆ・マリノス ＜メニコンカップ’05出場＞
宇佐美貴史 ホッフェンハイム ＜メニコンカップ’06出場＞

※上記2項目は当時の所属クラブ

Jリーグ113名
ベガルタ仙台 角田誠

ベガルタ仙台 奥埜博亮

ベガルタ仙台 和田拓也

鹿島アントラーズ 土居聖真

鹿島アントラーズ 宮内龍汰

浦和レッズ 永田充

浦和レッズ 加藤順大

浦和レッズ 槙野智章

浦和レッズ 阿部勇樹

浦和レッズ 原口元気

浦和レッズ 矢島慎也

浦和レッズ 山田直輝

大宮アルディージャ 下平匠

柏レイソル 茨田陽生

柏レイソル 谷口博之

FC東京 森重真人

FC東京 石川直宏

FC東京 大竹洋平

FC東京 権田修一

FC東京 田邉草民

FC東京 吉本一謙

川崎フロンターレ 森谷賢太郎

川崎フロンターレ 高木駿

横浜Ｆ・マリノス 榎本哲也

横浜Ｆ・マリノス 天野貴史

横浜Ｆ・マリノス 齋藤学

横浜Ｆ・マリノス 富澤清太郎

横浜Ｆ・マリノス 熊谷アンドリュー

横浜Ｆ・マリノス 端戸仁

横浜Ｆ・マリノス 佐藤優平

湘南ベルマーレ 中村祐也

湘南ベルマーレ 宇佐美宏和

ヴァンフォーレ甲府 保坂一成

ヴァンフォーレ甲府 青山直晃

アルビレックス新潟 小谷野顕治

アルビレックス新潟 菊地直哉

清水エスパルス 高木俊幸

清水エスパルス 柏瀬暁

清水エスパルス 鍋田亜人夢

清水エスパルス 石毛秀樹

清水エスパルス 加賀美翔

清水エスパルス 高木純平

ジュビロ磐田 菅沼実

ジュビロ磐田 菅沼駿哉

ジュビロ磐田 小林祐希

ジュビロ磐田 田中裕人

ジュビロ磐田 北脇里規

名古屋グランパス 磯村亮太

名古屋グランパス 佐藤和樹

名古屋グランパス 高原幹

名古屋グランパス 田中隼磨

セレッソ大阪 山口螢

セレッソ大阪 丸橋祐介

セレッソ大阪 南野拓実

セレッソ大阪 枝村匠馬

セレッソ大阪 椋原健太

サンフレッチェ広島 佐藤寿人

サンフレッチェ広島 山岸智

サガン鳥栖 丹羽竜平

大分トリニータ 木島悠

コンサドーレ札幌 前田俊介

コンサドーレ札幌 深井一希

コンサドーレ札幌 阿波加俊太

コンサドーレ札幌 堀米悠斗

水戸ホーリーホック 輪湖直樹

水戸ホーリーホック 木暮郁哉

栃木SC 本橋卓巳

栃木SC 大和田真史

ザスパクサツ群馬 平繁龍一

ザスパクサツ群馬 永田亮太

ジェフユナイテッド千葉 岡本昌弘

ジェフユナイテッド千葉 青木良太

ジェフユナイテッド千葉 藤本修司

ジェフユナイテッド千葉 高橋峻希

東京ヴェルディ 中後雅喜

東京ヴェルディ 森勇介

東京ヴェルディ 太洋一

東京ヴェルディ キローラン木鈴

東京ヴェルディ 安田晃大

東京ヴェルディ 鈴木惇

松本山雅 弦巻健人

松本山雅 船山貴之

松本山雅 喜山康平

松本山雅 犬飼智也

松本山雅 長沢駿

カターレ富山 朝日大輔

カターレ富山 大山俊輔

FC岐阜 山﨑正登

FC岐阜 水野泰輔

FC岐阜 柴原誠

京都サンガF.C. 宮吉拓実

京都サンガF.C. 駒井善成

ガンバ大阪 倉田秋

ガンバ大阪 大森晃太郎

ガンバ大阪 西野貴治

ガンバ大阪 内田達也

ガンバ大阪 木村敦志

ガンバ大阪 田尻健

ガンバ大阪 家長昭博

ヴィッセル神戸 岩波拓也

ヴィッセル神戸 奥井諒

ヴィッセル神戸 高柳一誠

ヴィッセル神戸 紀氏隆秀

ヴィッセル神戸 前田凌佑

ガイナーレ鳥取 横竹翔

徳島ヴォルティス 津田知宏

徳島ヴォルティス 花井聖

徳島ヴォルティス 松井謙弥

愛媛FC 秋元陽太

愛媛FC 伊藤優汰

ギラヴァンツ北九州 森村昂太

ロアッソ熊本 白谷建人

ロアッソ熊本 仲間隼斗

2013年6月30日時点の加盟クラブ

海外クラブ6名
レバークーゼン(ドイツ) 細貝萌

アル・ナスルSC(UAE) 森本貴幸

ＦＣユトレヒト(オランダ) 高木善朗

フィテッセ(オランダ) 安田理大

ホッフェンハイム(ドイツ) 宇佐美貴史

杭州緑城(中国) 大黒将志

2013年4月30日時点の加盟クラブ
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