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各	 地域サッカー協会会長	 様	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 公益財団法人滋賀県文化振興事業団	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 理	 事	 長	 	 岸	 野	 	 洋	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 全国の仲間と深めよう	 競いあおう	 	 

	 	 	 	 	 	 「第３回 びわ湖カップ	 なでしこサッカー大会（U ｰ 12）」開催のご案内	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ～東日本大震災復興支援大会～	 

	 

盛夏の候	 貴会益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。	 

	 日ごろより当事業団の事業推進につきましてご支援ご協力をいただき誠にありがとうございます。	 

  さて、日本サッカー界が、トップアスリートの育成を目標に、若い世代の選手育成の重要性が叫ばれ
ている折、女子サッカーもなでしこＪＡＰＡＮの FIFA女子ワールドカップ優勝、ロンドンオリンピッ
ク準優勝と非常に盛り上がっております。その一方で、女子サッカー界ではサッカー人口の減少等の問

題があり、諸策を講じて頂いておりますが好転する状況までには至っておりません。 
特に、普及が も重要と思われる小学生年代でのサッカーへの関わりや全国レベルの大会の充実が求

められる状況のもと、第７回まで毎年２月に開催されていました「Ｊヴィレッジなでしこカップ」も東

日本大震災により、第８回以降の開催が困難な状況になりました。 
こうした中、一昨年度関係者の方々から将来のなでしこを育成すべく、そして普及振興を目的とした

全国大会を是非開催してほしいとの声をお聞きし、当事業団の指定管理施設者であります滋賀県希望が

丘文化公園がこの要望にお応えして、芝生ランドの素晴らしいピッチを利用して、全国のチームを招き、

良い環境でサッカーを楽しみ、出会った仲間たちとの交流を深め、心も体も健やかに成長することを願

い「第 1回 びわ湖カップ全国なでしこサッカー大会（U ｰ 12）」、昨年度「第 2回 びわ湖カップなで
しこサッカー大会（U ｰ 12）」を東日本大震災復興支援大会として開催し、無事終えることができまし

た。これも偏に、温かいご支援をいただいた皆様のお力添えの賜であり、深く感謝申し上げます。 
引き続き、今年度も、芝生ランドの素晴らしいピッチを利用して、本大会を開催することとなりまし

た。昨年度の経験を生かし、皆様のご理解とご協力のもとにご期待に沿えるよう進めて参りたいと願っ

ています。 
つきましては、下記によりチームを派遣いただきますようお願い致します。なお、チーム数に制限が

ございますので地域性等を考慮させていただき、参加いただけるチームを選出しますのでご了承くださ

いますようお願い致します。 
	 

記	 

 
１	 大	 会	 名	 	 	 全国の仲間と深めよう	 競いあおう	 

第３回 びわ湖カップ なでしこサッカー大会（U ｰ 12）	 
２	 期	 	 日	 	 	 平成２６年２月８日（土）・９日（日）	 

３	 場	 	 所	 	 	 滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （天然芝：芝生ランド）	 

４	 内	 	 容	 	 	 別添開催要項のとおり	 

５  推薦期間	  	  平成２５年８月１日（木）～１２月１６日（月）必着	 
６	 連	 絡	 先	 	 	 〒520-2321	 滋賀県野洲市北桜９７８	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 滋賀県希望が丘文化公園	 スポーツ交流担当	 伴野	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＴＥＬ	 ０７７− ５８８− ３２５１	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＦＡＸ	 ０７７− ５８８− ３２５２	 

 



全国の仲間と深めよう 競いあおう 

「第３回 びわ湖カップ なでしこサッカー大会（U ｰ 12）」開催要項 

～東日本大震災復興支援大会～ 

 

１  趣	 	 	 旨	 	  	 四季折々自然いっぱいの希望が丘文化公園芝生ランドの素晴らしいピッチを利用し
て、全国のチームを招き、次世代を担う子どもたちがより良い環境でサッカーを楽しみ、

サッカーを通じて出会った仲間たちとの交流を深め、心も体も健やかに成長することを

目的とする。 
なお、本大会は第７回まで「Ｊヴィレッジなでしこカップ」の名称で開催されていた

Ｕ− １２の女子サッカー大会に代わるものとして開催することから、東日本大震災で甚

大な被害を受けられた東北三県の一日も早い復興を祈念するとともに当該三県のサッ

カー界を支援する大会と位置づけて開催する。	 

２  主	 	 	 催	   滋賀県、公益財団法人滋賀県文化振興事業団［滋賀県希望が丘文化公園］ 
公益財団法人滋賀県体育協会、公益社団法人滋賀県サッカー協会 

３	 共	 	 	 催	   京都新聞滋賀本社	 
４  後	 	 	 援	 	 滋賀県教育委員会、公益財団法人日本サッカー協会、びわ湖放送株式会社、スポーツニ

ッポン新聞社	 

５	 協	 	 	 賛	 	 株式会社 ミカサ、カルビー株式会社、株式会社エスエスケイ・hummel、株式会社スポ
ーツショップキムラ 

６  協	 	 	 力	 	 INAC神戸レオネッサ	 
７	 期	 	 	 日	 	 平成２６年２月８日（土）・２月９日（日）（※雨天決行）	 

                     	 ８：００～１７：００  （開会式および閉会式含む）	 
８  会	 	 	 場    滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン（天然芝：芝生ランド）	 
                    （滋賀県野洲市北桜９７８）	 
９	  日	 	 	 程 

【８日】	 	 	 	 受	 	 付         ９：００～	   	 	  	 芝生ランド(予選リーグ会場役員テント)	 
    	 	   	  	 	 	 	 	 開 会 式       １０：００～１０：３０   	 〃	 	  	 
                     	 (監督会議	      開会式終了後	 	    	 スポーツ会館会議室 B)	 
   	 	 	 	 	 	 	 	 	  第１試合	 	 	 	 １１：００～	 	 	 	 	 	 芝生ランド	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

第２試合       １１：５０～	 	 	  	 	 	 	 〃	 
第３試合       １２：４０～	 	 	 	 	        〃	 

       	 	 	 	 	 	 	  第４試合       １３：３０～	   	 	 	  	 	 〃	 
	 	     	 	 	 	 	 	 	 第５試合       １４：２０～	     	 	      〃	 
    	 	 	 	 	 	 	 	   第６試合       １５：１０～	 	 	          〃	 
	 	 	 	 【９日】 	 	  受	 	 付         ８：００～	 	 	 	 	 	 	 芝生ランド(順位トーナメント会場役員テント)	 
          	 	 	 	 	 	 第１試合    	    ９：００～	 	 	 	 	 	 芝生ランド	   	 
    	 	 	 	 	 	 	     第２試合       １０：００～	  	 	 	 	 	 	 〃	 
        	 	 	 	 	 	 	 第３試合       １１：００～	  	 	         〃	 
       	 	 	 	 	 	 	  第４試合       １２：００～	  	 	         〃	 
          	 	 	 	 	 	 第５試合       １３：００～	  	 	         〃	 
        	 	 	 	 	 	 	 第６試合       １４：００～	      	 	     〃	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 閉 会 式       １５：００～	   	 	        〃     

10	 	 	 対 象 者	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 小学６年生以下で構成されている（公財）日本サッカー協会に登録した女子サッカー

チーム。	 

11	 	 	 参加チーム	 	 	 	 	 全国各地域の３２チーム	 

12	 	 	 参 加 料	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １チーム	 	 	 １０，０００円	 

13	 	 	 表	 	 	 彰	 	 	 	 	 １位トーナメント、１位に優勝メダル・記念ボール、１位～３位に賞状・楯を授与する。

優秀選手賞及び優秀選手賞（各チーム１名）を設ける。	 

                     敢闘賞・フェアプレー賞・チームワーク賞・特別賞を設ける。 
14   競 技 規 則	 	 	 	 	 	    ①ＪＦＡ８人制サッカー競技規則及び大会特別ルールを採用する。 



  	  	    競 技 方 法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②１日目は各グループごとに予選リーグを行い、２日目は各グループ順位による決勝

トーナメント戦を行う。勝ち点が同じ場合は総得失点差、多得点、対戦成績、抽選の

順とする。（勝ち３点・引き分け１点・負け０点） 
③試合時間は１５分ハーフ（ハーフタイムのインターバル５分）とする。また、勝敗

が決しない場合は引き分けとする。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    順位決定戦はノックアウト方式とし、規定の時間で勝敗が決定しない場合、延長戦
は行わずＰＫ方式（３人ずつ）により勝敗を決定する。	 

                    ④選手の交替は、「自由な交替」とする。（登録選手数：原則１６名） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑤ユニフォームカラー（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に正

と色彩が異なるユニフォームを記載し、大会会場に必ず携行すること。	 	 

                    ⑥審判員は、相互審判とする。主審は審判服を着用してください。 
                    ⑦毎試合ごとにメンバー提出用紙を所定の場所に提出とする。	 

                      ⑧本大会において退場を命じられた選手は、次の 1 試合に出場できず、それ以降の処
置については大会事務局で決定する。	 

15	 	 	 申 込 方 法	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加申込みは、様式１「宿泊申込書」、様式２「第 3 回	 びわ湖カップなでしこサッ

カー大会（U ｰ 12）」申込書を記入のうえ、下記までお申し込みください。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※メールでの送信をお願いします。（	 E-mail でご連絡いただきましたら、様式 1・2

を送信させていただきます。）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※宿泊に関しては事務局で決定させていただきます。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宿泊希望チームは、遠方チームから「希望が丘青年の城など近隣旅館」に宿泊できる

よう配慮させていただきます。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※ 申 込み多数の場合は、地域性、過去の府県大会戦績上位チームか	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

ら選考させていただきます。	 

16	 	 申 込 期 間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２５年８月１日（木）～１２月１６日（月）必着	 

17	 	 申	 込	 先	 	 	 	 	 	 

	 	 問	 	 合	 先	 

	 	 〒５２０− ２３２１	 

	 	 滋賀県野洲市北桜９７８	 

	 	 滋賀県希望が丘文化公園	 スポーツ会館気付	 

	 「第３回	 びわ湖カップ	 なでしこサッカー大会（Uｰ12）」係	 

	 	 	 TEL：077-588-3251	 	 	 	 FAX：077-588-3252	 

	 	 	 	 E-mail：banno-keiichi13@shiga-bunshin.or.jp	 

18	 	 	 個 人 情 報	 	 	 	 	    	 ①大会結果、氏名、写真等を報告書、新聞、ホームページ広報等に情報提供させてい
ただきます。	 

                    ②個人情報ならびに肖像権は、参加申込みによりご承諾いただけたものとして、「(公
財)滋賀県文化振興事業団個人情報保護規程」に基づき、取り扱います。	 

19   そ の 他	 	 	 	 	      ①本大会は、平成２３年３月に発生した東日本大震災により甚大な被害を受けた開催
地（Ｊヴィレッジなでしこカップ）に代わるものとして開催することから、被災地三

県から出場する各チームの参加経費を助成します。 
②運営に支障がでるので、参加決定後にキャンセルがないようお願いします。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
参加料は当日受付時に徴収します。	 

       	         	  ③競技中の事故について応急処置のみ行うが、それ以降は個人の責任とします。	 
                    ④開会式は、８日（土）10時 00分より芝生ランドで行います。	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	   選手は、暖かい服装で参加してください。	 
                    開会式後、スポーツ会館会議室Ｂで監督会議を行います。	 
	                   ⑤閉会式は、９日（日）15時 00分より芝生ランドで行います。	 
                    ⑥駐車料金は、大会参加費に含まれていないので別途必要です。	 

	               ⑦その他、不明な点については、上記までお問い合わせください。 
	 



	 

様式 １ 

宿 泊 申 込 書 

チーム名 

 

住   所  〒                                        電話       （     ） 

 

代表者名 

 

住   所  〒                                        電話       （     ） 

 

事務担当者                                          携帯電話     ―      ― 

      （宿泊人数・昼食の弁当数等連絡のため事務担当者は携帯電話の番号をご記入下さい。） 

 

 ２月６日 ２月７日 ２月８日 ２月９日 

朝 昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼 夕   

監 督 等             

選   手             

保 護 者 

 

男             

女             

選手以外の

子ども 

男             

女             

ドライバー              

合  計 

昼食数 

      

     

   <宿泊希望所> いずれか 2 ケ所（第 2 希望まで）を○印でお囲み下さい。 

                ① 希望が丘青年の城 宿泊を希望する。（第  希望） 

                ② 近江希望が丘ユースホステル 宿泊を希望する。（第  希望） 

                ③ ホテル・ビジネスホテル・旅館等 宿泊を希望する。（第  希望） 

                ①・②については、小部屋が少なく監督・コーチ・選手だけの宿泊になります。 

 

            バスで来園（大型・中型・マイクロバス） 

来園交通手段                                       ○でお囲み下さい。 

            JR 等で来園     

 

 

 

宿泊決定通知書 

 

 

 

宿泊所名等                                                                   印 

 

住  所 〒                                                                 

 

電  話 

 

料  金   1 泊２食  ￥ 


