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2008.3.6.(岸卓巨) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.3 
少しずつ春の陽気になってきましたが、いかがお過ごしでしょうか？各リーグ会議も終わり、2008

年度DUOリーグもいよいよ始まります。気持ちの良いスタートが切れるように体調管理はしっかりと

していきたいですね。 
 

 2008年度前期 各リーグ役割分担 
2 月 29 日に 1 部リーグ会議、3 月 4 日に 2 部リーグ会議が行われ、各リーグの役割分担が決まりまし

たので、発表いたします。今期は次のような役割分担でリーグを運営していきます。 

１部リーグ 2部ＤＵリーグ 2部ＵＯリーグ

責任者 梶山（文京） 永井（昭和一） 清水（駒込）

副責任者 都丸（本郷）

競技 井上（郁文館）・早川（豊島学院） 玉山（江北）・飯高（立教池袋） 井上（郁文館）・岩野（本郷）

会計 松嶋（巣鴨）・嶋田（竹早） 阿波（向丘）・岸（FC西巣鴨03）

記録 玉山（江北）・安藤（足立） 嶋野（城西）・石原（淑徳巣鴨） 神宮司（獨協）・松嶋（巣鴨）
 

※各担当の仕事内容については、担当部局よりメーリングリストでお知らせください。 

 記録担当の方には、事務局よりご協力いただきたいことがあります。（下記参照） 

 

試合結果の報告と集計について 
試合結果の報告と集計の流れは前期と変わりませんが、再確認をお願いします。 

１．各試合終了後 
１）審判（主審）が記録用紙に必要事項を記入 
  両チームの監督のもとへ行き、得点者と審判評価を聞き、アドバイスを受ける 
２）審判手当ての受領 
  審判担当クラブ代表者から、その場で1,500円（3名分）の審判手当てを受け取る。受け取ったら、

記録用紙の「審判手当受領サイン」の欄にサインする 
３）両チーム監督サイン 
  全て記入されている（審判手当ても受け取っている）ことを確認の上、両チーム監督がサイン 
２．各会場の全試合終了後 
１）会場責任者は、試合記録を保管（受領書にもなっているので、年度中は保管） 
２）会場責任者は、その日の試合結果をできるだけ速やかにＭＬに投稿。書式は次の通り 
☆○月○日（曜日）＜グラウンド名（主催クラブ名）＞ 
リーグ名 チームＡ スコア(前後半) チームＢ（キックオフ時刻／主審氏名：所属：評価） 
      得点者…チーム名：得点者氏名 
      警告・退場…チーム名：警告・退場者氏名（理由） 

注１）今シーズンより主催クラブ名の明記をお願いします。 
注２）氏名はすべてフルネームでお願いします 

３．ＭＬに投稿された試合結果の扱い 
１）事務局 
 ＨＰに試合結果をアップ。また「警告・退場リスト」「審判評価」を作成、必要に応じてＭＬで流す。 
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２）集計担当（各リーグ） 
 自分の担当するリーグの「星取表」「順位表」「得点ランキング」を作成し、事務局長にＥメールで

送信する。 
 ※事務局より各リーグの記録担当者に「星取表」「順位表」「得点ランキング」のフォーマット

をお送りします。各リーグで記録担当者は、試合実施毎に更新の上、田村までお送りください。 
４．ＨＰの更新とＤＵＯリーグ通信 
１）試合結果の速報（事務局） 
 ＭＬで試合結果が投稿され次第、PC版と携帯版ともにＨＰを更新（前記３－１）） 
２）集計結果の更新（事務局） 
 各リーグの集計担当者から「星取表」「順位表」「得点ランキング」が送信された時点でＨＰを更新 
３）ＤＵＯリーグ通信の発行（事務局） 
 ・チェアマンからの情報提供・メッセージ等 
 ・事業部門・管理部門・企画部門からの情報提供・メッセージ等 

・各リーグからの情報提供・メッセージ等 
 これらを集めて、月２回ペースで事務局が各クラブ代表者に配信。関係機関等への配信はチェアマ

ンより（送信してほしいところがあればチェアマンにご連絡ください）。 
 

＜ＤＵＯリーグホームページ＞ 
http://www.duoleague.com/（ＰＣ版） 

http://www.geocities.jp/duo1996_2006/（携帯版） 

 

審判講習会・DUOリーグ選抜・靴磨き＆ばらし講習会 3月16日開催 
 先日のＤＵＯ会議でもお話がありました、3 月 16 日の各種イベントについて、詳細をお知らせいた

します。それぞれの申し込み方法でお申し込みください。 

 

◎審判講習会 

 毎年恒例となっている DUO リーグ主催サッカー4 級審判員資格新規取得講習会です。申し込み締

め切りは 3 月 6 日ですので、大至急お申し込みください。 
  
3 月 16 日（日）受付 8：30～9：00 於文京高校  
 
＜お申し込み方法＞ 
①日本サッカー協会ホームページにアクセス http://www.jfa.or.jp/ 
②ページ右下「登録はこちら」から Kick Off をクリック 
③新しい画面が立ち上がったら「審判」をクリック 
④新規４級資格を取得する「サッカー審判員」をクリック 
⑤あとは画面の指示に従ってください。 
講習会番号は０８４２４、会場は文京高校ですのでお間違いがないようにお願いします。 

人数指定はございませんが、各クラブで今後のリーグ運営を考慮して参加人数を決定してください。

クラブ関係者でしたら、選手や指導者でなくても構いません。何かご不明な点がありましたら岸まで

ご連絡ください。 
 

http://www.jfa.or.jp/
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尚、都合により3月16日のDUO主催審判講習会に参加できない方は、4月以降に以下のような講習会

も開かれますので、Kick Offサイトでご確認ください。 
・4月13日（日） 文京区主催 於文京区総合体育館 一般：9000円 ユース：7000円 
・4月20日（日） 高体連主催 於つばさ総合高校  一般：7000円 ユース：5000円 
 

◎ＤＵＯリーグ選抜 

                                     (2008.3.3 付井上氏メールより一部修正) 

 

◎靴磨き&ばらし講習会「あなたの靴がトロフィーになる！！」 

 「ＤＵＯリーグのトロフィーがないプロジェクト」の第 2 回イベントです。今回は、靴磨きだけで

なくばらし講習会も行います。履き潰して部室に転がっているような靴から皮を採取してトロフィー

を作成するという、斬新かつユーモアに溢れたイベント。ぜひご参加ください。 
 
【場 所】文京高校教室 
【受 付】１６：００ 
【持ち物】全員：履き潰した靴・ぼろ布・はさみ・カッター・新聞紙 
【申し込み】下記のフォーマットを用いて 3 月 10 日までにメーリングリストでお申し込みください。 

平成 20 年 3 月 3 日 
ＤＵＯリーグ 
クラブ顧問各位 

ＤＵＯリーグ技術担当 
      江口勝彦（都立豊島高校） 

井上  豪（郁文館高校） 
 

平成 20 年度 第 1 回ＤＵＯリーグ選抜のお知らせ 
早春の候、各位におかれましては益々ご健勝のことと拝察申し上げます。 
学年末でお忙しい中大変恐縮ですが昨年度実施できませんでした（大変申し訳ありません

でした）ＤＵＯリーグ選抜を実施したいと思います。今回は審判講習会が午前中にあり午後

の実技講習とリンクさせて試合を行います。チーム作りがあるかと思いますが何卒ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 
  

記 
日  時：平成 20 年 3 月 16 日（日） 
場  所：文京高校グラウンド 
時  間：受付         １２：３０        
     ウォーミングアップ  １２：４５～１３：３０  
     ゲーム        １３：３０～１６：００ 
実施内容：試合形式で行う。人数に応じチームを編成する。  
選抜方法：各クラブ３名以内でお願いします。 
選手集合：着替えてグラウンドに１２：３０集合 
     試合が出来る用意（短パン、ストッキング、レガース等） 
     ボール各自 1 個（学校名を明記すること） 
 
＊ チーム調整を行う都合上、3 月 10 日(月)までに以下のフォーマットを用いて 

メーリングリストにてお知らせください。 
 
井上 豪  郁文館高校  携帯：０９０－４２２６－７２６４ 

以上 
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準備の都合もありますので、3 月 10 日までに下記のフォーマットを用いて、ＭＬにて参加者数（ま

たは参加者名）を送信してください。 

 

**************************************************************************************** 

 

クラブ名： 

代表者名： 

３月１６日の参加者数（参加者名）は次の通りです。 

１）ＤＵＯリーグ選抜（12：30～16：00） 

選手名                    学年  年 ポジション          
選手名                    学年  年 ポジション         
選手名                    学年  年 ポジション         
２）靴磨き＆ばらし講習会（16：00～18:00）…参加人数（    名） 

注１）DUO リーグ選抜については、各クラブ 3 名以内でお願いします。時間の許す方は、選抜終了後

にぜひ靴磨き＆ばらし講習会にご参加ください。 

注２）靴磨き＆ばらし講習会については、人数制限や年齢制限は設けていません。できるだけ多くの

方の参加申し込みをお待ちしております。審判講習会から続けての参加も可能です。 

 

**************************************************************************************** 

 

E リーグ代表者会議(2/21)報告（リバーサイドリーグ通信から転載） 

Ｅリーグ代表者会議が2月21日（木）19：00～葛飾野高校で開かれ、2007 年度後期リーグの総括及 

び2008 年度前期リーグに向けての準備（昇降格方法・試合日程など）が行われました。リバーサイド

リーグ通信より転載いたします。 

１．昇降格について 

 
Ｅリーグ6 位～8 位までリバーサイドユースリーグ・ＤＵＯリーグへ自動降格 

リバーサイドユースリーグ・ＤＵＯリーグ各1 部リーグ1 位はＥリーグ自動昇格 
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リバーサイドユースリーグ・ＤＵＯリーグ各1 部リーグ2 位のうち参入決定戦勝者がＥリーグへ昇格 

2. シーズンについて 

地区トップリーグが1 シーズン（4 月～8 月）で行われることもふまえて、Ｅリーグもこれまで通り

前後期の2 シ 

ーズン制で行くのか、地区トップリーグ同様1 シーズン制にするのかを検討しましたが、2008 年度に

ついては2シーズン制で行い、2009 年度に向けて継続して検討していくこととなりました。 

3. 表彰について 

2007 年度後期リーグより、表彰については1 位～3 位までに表彰状を作成し表彰することが決定され

ました。 

4. レフリーについて 

これまで、レフリーカレッジとスケジュールが合う場合、レフリーカレッジの研修生に審判をお願い

してきましたが、2008 年度前期リーグについても、レフリーカレッジに打診をし、お願いできる試合

があれば研修生に審判を依頼することになりました。 

5. 今後のスケジュール 

2008 年度前期リーグ最終日：2008 年7 月20 日（日） 

2008 年度後期参入決定戦：2008 年7 月20 日（日） 

2008 年度前後期代表者会議：2008 年7 月20 日（日） 

 

 
                             
 
 


