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U-16 世代の夢の祭典が開催！ 

“adidas UEFA Young Champions 2016” 日本代表選抜大会 

～総勢 16 チームが世界大会への切符をかけて闘う～ 

元サッカー日本代表 中田浩二氏も特別ゲストとして登場！ 

～2016 年 4 月 4 日（月）／5 日（火）開催～ 
 

マルチスポーツブランドのアディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ﾎﾟｰﾙ･ﾊｰﾃﾞｨｽﾃｨ）

は、U-16 世代を対象とした世界大会である”adidas UEFA Young Champions 2016”の日本予選を 2016 年 4 月 4

日（月）、5 日（火）に時之栖スポーツセンターにて開催いたします。 

 

今大会は、2016 年 5 月に開催される“adidas UEFA Young Champions 2016”に出場する日本代表チームを選考

するための国内唯一の大会であり、優勝チーム内の U-16 選抜選手全 6 名（フィールドプレイヤー5 名+ゴール

キーパー1 名）が、UEFA チャンピオンズリーグ 2015-2016 決勝が行われるミラノで開催される“adidas UEFA 

Young Champions 2016”世界大会への切符を手に入れることができます。 

 

また、優勝チームにはアディダス本社（ドイツ本社）への招待、世界大会着用ユニホームの提供、UEFA チ

ャンピオンズリーグ 2015-2016 決勝戦観戦チケットの提供等のプライズもご用意しております。 

 

本予選の大会形式は、11 対 11 のフルコートで、30 分ハーフとなっております。全 16 チームのトーナメン

ト形式で行われ、優勝チーム・準優勝チームの他、MVP の表彰も行う予定です。 

 

 また、特別ゲストとして元サッカー日本代表 中田浩二氏をお招きし、“adidas UEFA Young Champions 

2016”世界大会行きをかけた決勝戦の解説、及び MVP の選出を行います。 

 

 当日は、参加チームを対象としたスペシャルコンテンツとして、トップアスリートから厚い信頼を得ている

アディダス契約フィジカルトレーナー 中野ジェームズ修一氏によるフィジカルトレーニングが体験できる他、

アディダス独自のテクノロジーを活用したフットスキャンの体験、アディダスの最新スパイク・ランニングシ

ューズの試し履きも可能となっております。 

 

http://www.adidas.com/
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アディダス ジャパンは本予選を通して、“世界”という経験を若いフットボールクリエイターへと提供し、

U-16 世代の底上げによる日本のフットボールのレベルアップを図っていきます。 

 

【大会概要】 

日本予選 

・タイトル：“adidas UEFA Young Champions 2016” 日本代表選抜大会 

・主催：アディダス ジャパン株式会社 

・日時： 

2016 年 4 月 4 日（月） 12：00～17：30 

2016 年 4 月 5 日（火） 10：00～16：30 

会場：時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド 静岡県御殿場市神山 1940-1） 

・参加チーム数：16 チーム 

・試合形式 

対戦人数：11 対 11 

全試合：30 分ハーフ（ハーフタイム 10 分） 

トーナメント：全 16 チームによるトーナメント戦を実施 

・スペシャルコンテンツ 

  -アディダス契約フィジカルトレーナー 中野ジェームズ修一氏によるフィジカルトレーニング（テーマ

「補強トレーニングの必要性とパフォーマンスの向上・ケガを予防するには。」） 

  -最新スパイク・ランニングシューズの試し履き 

  -フットスキャン 

  

世界大会 

・日時：2016 年 5 月 28 日（土） 

・会場：ミラノ（イタリア） 

・選出方法：“adidas UEFA Young Champions 2016”日本代表選抜大会の優勝チームより選出 

※2016 年 5 月 28 日（土）時点で 14～16 歳の選手のみが対象 

 

【日本予選 優勝チームプライズ】 

① “adidas UEFA Young Champions 2016” 世界大会及び、アディダス本社へご招待 

参加者：優勝チーム内の U-16 選抜 ※フィールドプレイヤー5 名＋ゴールキーパー1 名＋引率者（指導者） 

日程：2016 年 5 月 23 日～29 日 ドイツ／ニュルンベルグ、イタリア／ミラノ滞在 

 

② UEFA チャンピオンズリーグ 2015-2016 決勝試合観戦 

 

 

【参加チーム一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO チーム名 県 NO チーム名 県

1 流通経済大学付属柏高等学校 千葉県 9 立命館宇治高等学校 京都府

2 東海大学付属甲府高等学校 山梨県 10 佐野日本大学高等学校 栃木県

3 開志学園JSC高等部 新潟県 11 向上高等学校 神奈川県

4 駒澤大学高等学校 東京都 12 新潟明訓高等高校 新潟県

5 桐生第一高等学校 群馬県 13 鎌倉高校 神奈川県

6 東北高等学校 宮城県 14 川越東高等学校 埼玉県

7 成立学園高等学校 東京都 15 加藤学園暁秀高等学校 静岡県

8 鹿島学園高等学校 茨城県 16 光明学園相模原高等学校 神奈川県
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【adidas UEFA Young Champions2015 の模様】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中野ジェームズ氏プロフィール】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

アディダス ジャパン広報事務局（株式会社イニシャル内） 担当：石川 / 乗鞍 

Tel: 03-6862-6688 Fax: 03-5572-6065 Email: adidas@vectorinc.co.jp 

※画像はこちらからもダウンロード可能です。 http://news.adidas.com/JP 

 

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞ 

アディダスグループお客様窓口 Tel：0570-033-033 営業時間：月～金 9：30～18：00 

製品情報：adidas ONLINE SHOP http://shop.adidas.jp/football Football twitter 公式アカウント：@adidasFTB_jp  

中野ジェームズ修一 

アディダス契約フィジカルトレーナー/フィットネスモチベーター 

米国スポーツ医学会認定 運動生理学士（ACSM/EP-C） 

日本では数少ないメンタルとフィジカルの両面を指導できるトレーナー。「論理的かつ結手

など、多くのアスリートから絶大な支持を得る。クルム伊達公子選手の現役果を出すトレ

ーナー」として、卓球の福原愛選手やバドミントンの藤井瑞希選復帰にも貢献した。2014

年からは、青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化指導も担当。自身が技術責任者を務

める会員制トレーニング施設「CLUB 100」は、常に入会待ちの状態が続く。全国各地で行

う「運動の大切さ」、「やる気」に関する講演は、年間で 60 本を超える。主な著書に『下

半身に筋肉をつけると「太らない」「疲れない」』（大和書房）などベストセラー多数。 

http://www.sport-motivation.com/ 
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