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2008.4.8.(中塚義実) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.4 
桜の季節とともに、リーグ戦でつくられる「シーズン」が始まりました。すでに3月中から何試合

か行われています。ここまでの試合結果を報告します。 
メーリングリスト（ML）がうまく機能しはじめ、クラブ代表には様々な連絡が届いていますが、

すべてのDUOリーガーに周知徹底させるべきことや、記録として残しておく必要があるものについて

は、DUOリーグ通信に再度掲載しています。今回の通信では、規律関係、審判講習会関係、DUOリ

ーグのトロフィーがない関係など、内容は多岐に及んでいます。ご確認ください。 
なお、先のDUO会議で取り上げられた都立足立工業高校の件ですが、すでにメーリングリストでお

知らせのとおり、2008年度も加盟を継続することになりました。いろいろ大変なこともあると思いま

すが、皆でサポートしていきましょう。 
 

試合結果（DUO リーグ試合記録 No.1～2 より） 
注１）スコアの次の（ ）は、（キックオフ／主審氏名：所属：評価）を表す 
◆Ｅリーグ 
☆4 月 4 日（金）＜筑波大附属高校Ｇ＞ 
Ｅ①節 筑波大附 ５－０ (4-0,1-0) 足立学園 A（10：00／野村祐太郎：関東一 2 年） 
      得点者…筑波大附：堀田智顕(3) 蓑田直哉 中山達矢 
☆4 月 6 日（日）＜学習院高校Ｇ＞ 
Ｅ①節 都小石川 ０－６(0-3,0-3) 都葛飾野（9：30／玉生謙介：学習院教諭） 
      得点者…都葛飾野：近藤祐人(2) 筒井俊 筒井亮 田中裕二 オウンゴール  

警 告…都小石川：瀧上孝太（ラフプレー） 
Ｅ①節 学習院 １－０ (0-0,1-0) 京 華（11:00／滝本寛：葛飾野教諭） 
      得点者…学習院：冠幸之介 
      警 告…学習院：冠幸之介（繰り返し） 
 
◆DUO リーグ 
☆3 月 20 日（木）＜新小岩Ｇ＞ 
2 部 DU 日大豊山 ３－０(1-0,2-0) 豊 南（12：30／山本修：日大豊山教諭：5・5） 
      得点者…日大豊山：阿部剛士(2) 高嶋亮平 
      退 場…日大豊山：郡翔太郎（乱暴な行為）→出場停止 1 試合 
注）試合記録 No.1 では、「日大豊山」でなく「豊南」に、「乱暴な行為」でなく「ラフプレー」にな

っていました。訂正をお願いします。当該選手は「出場停止 1 試合」となりました。 
会場も「新小石川 G」ではなく「新小岩 G」です。 

☆3 月 26 日（水）＜本郷高校Ｇ＞ 
1 部 本郷θ ０－２(0-1,0-1) 都文京（12：30／岩野 英明：本郷教諭：5・5） 
      得点者…都文京：小島駿 遠藤玲一 
 
☆3 月 27 日（木）＜江北高校Ｇ＞ 
1 部 都江北 A ７－０(7-0,0-0) 都竹早（13：30／田代 明彦：竹早教諭：5・5） 
      得点者…都江北：嶋村直哉 (3) 菅野良亮 明石侑三 深見一平 高荻佳介 
      警 告…都江北：八子悟（ラフプレー） 
          都竹早：小西佳祐（ラフプレー） 

＜小石川運動場＞ 
2 部ＵO 都向丘 ３－０(3-0,0-0) 本郷 one（11：00／岡崎駿：都豊島高校 OB：5・5） 
      得点者…都向丘：小手川学(2) 飯田拓郎 
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☆3 月 28 日（金）＜江北高校Ｇ＞ 
2 部 DU 都江北 B ５－０(2-0,3-0) 立教池袋（15：30／飯高雅彦：立教池袋教諭：5・4） 
      得点者…都江北 B：大島亮治(2) 柴崎貴博(2) 
          立教池袋：オウンゴール 
 
☆3 月 30 日（日）＜立教池袋高校 G＞ 
２部 DU 豊 南 ５－１(2-1,3-0) 立教池袋（10：00／野口和博：豊南教諭：5・5） 
      得点者…豊 南：小美野裕慎 (2) 吉田良平(2) 荒畑貴俊  

立教池袋：南遼太 
      警 告…豊 南：吉田良平（ラフプレー） 元國純平（ラフプレー） 

立教池袋：宇野祥平（ラフプレー） 
注）試合記録 No.2 では、「警告」でなく「退場」となっていました。訂正をお願いします。 
 
☆4 月 2 日（水）＜本郷高校 G＞ 
1 部 本郷θ ３－２(1-1,2-1) 郁文館 A（16：00／藤井 萌人：郁文館高校 2 年生：4・4） 
      得点者…本郷θ：坪内貴史 新見拓馬 衣袋健太 
          郁文館：渡辺翔太 松岡雄介 
         ＜江北橋右岸 G＞ 
2 部 DU 淑徳巣鴨 ２－２ (2-1,0-1) 城 西（9：00／嶋野雅春：城西教諭：5・5） 
      得点者…淑徳巣鴨：吉川正准 石橋浩平 
          城 西：結城貴弘 佐藤正隆 
 
☆4 月 4 日（金）＜多摩川緑地是政 G＞ 
2 部 DU 昭和一 ４－０(2-0,2-0) 立教池袋（12：00／豊川勝新：国分寺高校生徒：4・4） 
      得点者…昭和第一：宮崎太輔(2) 鈴木宏明 斉藤芳広 
 
☆4 月 6 日（日）＜筑波大附属高校Ｇ＞ 
1 部 郁文館 A ４－２(0-1,4-1) 豊島学院（10：00／三田勇輝：都文京コーチ：5・5） 
      得点者…郁文館 A：松岡雄介(2) 西山駿 渡辺翔太 
          豊島学院：中山景 オウンゴール 
1 部 都文京 １－３(0-1,1-2) 都竹早（11：40／藤井 萌人：郁文館高校 2 年：4・3） 
      得点者…都文京：遠藤玲一 

                 都竹早：高橋和也(2) 寺元英太 
     警 告…都竹早：広木隆志（反スポ） 

2 部 UO 都向丘 １－１(0-0,1-1) 郁文館 B（13：20／阿波洋：都向丘教諭：4・5） 
      得点者…都向丘：小手川学  
          郁文館 B：植田卓矢 

 

ＤＵＯリーグの情報は以下のホームページからもご覧いただけます。ぜひご利用ください。 

＜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） 
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規律委員長より－退場者が出たら必ず電話で連絡してください！ 
（以下は、4月8日付メーリングリストの文章です。重要事項ですので必ずご確認ください） 
DUOリーグ規律委員長の小金丸です。 
今シーズンもDUOリーグが開幕して、早くも各会場で熱戦が繰り広げられています。しかし、試合

内容が熱すぎて警告者・退場者が多く出てしまっているようです。残念なことです…。 
DUO通信にも載りますが、今後退場者が出た場合、即日中に規律委員長の小金丸の携帯電話に直接

ご一報下さい。メールではなく、必ず電話でご連絡下さい。お手数ですが宜しくお願い致します。 
それに関連して、先日のDUOリーグ試合記録No.1から、「日大豊山vs豊南」の試合で退場者が一人

出ています。記録では「郡翔太郎」選手の所属が豊南になっていましたが、日大豊山所属選手ですの

で、各関係者の方々訂正をお願い致します。上記選手については、チェアマンと規律委員長での協議

の結果、「次節1試合出場停止」となりました。 
 また、DUOリーグ試合記録No.2において、「豊南vs立教池袋」の試合で、なんと退場者が3人出て

います。 担当主審に確認をしたところ、上記3人は退場ではなく、警告の間違いですので各関係者の

方々、合わせて訂正をお願い致します。 
フェアプレー＆グットマナーで頑張りましょう！！ 

 

審判講習会（3 月 16 日）ではご迷惑をおかけしました 
3月16日（日）の審判講習会で、事前に講師を依頼していなかったことによるトラブルがあり、参

加者に大変ご迷惑をおかけすることがありました。たまたま都合のついた智片将也氏が講師として急

遽来てくださったからよかったものの、DUOリーグにとっても、（財）東京都サッカー協会（TFA）

にとっても、今回の一件は大きな反省事項となりました。この件については、岸事務局長（当時）、梶

山審判担当からお詫びと今後の改善策について連絡をいただき、TFAの植田事務局長とはチェアマン

が直接話をし、今後二度とこのようなことがないよう、互いに連絡を密にとりながら進めていくこと

を確認しました。 
以下は、審判部の梶山氏から3月21日付でチェアマン宛に送られた、「経緯・問題点・改善点」です。

梶山氏の了解を得て、ここに全文掲載します。 
「引き継ぎ」や「マニュアル化」は様々なところで懸案となっています。今回の一件を、よりよい

リーグ運営につなげられるよう、各自責任を持って業務に努めてください。 
 
■審判部より：3月16日の審判講習会について（3月21日付メールの全文） 
【経緯】 
１．審判講習会の開催にともなう、Ｗｅｂ掲載の問題もあり、Ｗｅｂ管理者を岸事務局長とした。 
２．これにともない、東京都サッカー協会との窓口は岸事務局長となった。 
３．岸事務局長との引き継ぎは審判部の梶山が行い、事務局長が講習会当日不在となることもあり、

参加者の確認等については、Ｗｅｂ上で梶山が行った。 
４．上記により、梶山が講習会の参加者の確定、当日の事務関係を担当した。 
５．当日となり、講師が時間になっても来ないので、中塚先生に連絡し東京都サッカー協会と連絡を

とってもらい、最終的に智片先生があいているとのことで、智片先生が講師を引き受けてくださ

った。 
６．智片先生より連絡を受けて、２時間遅れて講習会を実施した。その間には、智片先生との話しの

なかで依頼をうけた実技等を一部実施した。 
７．講習会については、講習・ＤＵＯ選抜の試合における実習を行い、参加者70名については、講習

を無事終了し、全員合格となった。 
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【問題点】 
１．講師依頼について 

①担当した梶山、事務局長ともに、東京都サッカー協会からのオファーによって決まるものと思い、

主催者側としてオファーを出していなかった。 
この点については、蓑輪先生との引き継ぎをきちんとしていなかったことが大きな問題であった。 

②当日まで、東京都サッカー協会に確認をとっていなかった。 
この点については、当日の事務担当であった梶山が岸事務局長・東京都サッカー協会との確認を

怠ったことが問題であった。 
③東京都サッカー協会としても、これまでの経緯から、講師については、高体連と話しがついてお

り、派遣するものと考え、確認を怠っていたと思われる。 
２．東京都サッカー協会との窓口の問題について 

①経緯に述べたように、窓口と実際の担当者とが違っていたため、東京都サッカー協会の連絡が岸

事務局長のところに行き、担当者との間に手間がかかった。 
②そのため、講師派遣についても、十分に確認をすることができなかった。 

３．当日の対応について 
①当日対応を迫られた時、審判部の梶山１人であった。しかし、講習会を受講にいらしていた豊島

学院の小島先生と文京の平木先生に協力を依頼したが、講習に来ていなかっったら、大人として

対応できたのは梶山のみであった。不測の事態に対応できる人数の確保が必要であるのかもしれ

ない。 
 
【改善点】 
１．確認を怠らない 
  当たり前のことができなかったことが、今回の問題である。今後当たり前のことでも確認するこ

とをきちんとしておきたい。 
２．やるべきことをマニュアル化（文章化）する 

今回の件で、引き継ぎ等についてはやれるべきことをやっていたと考えていたが、結局、問題が

発生した。問題の原因は、やるべきことを引き継ぐ側も引き継がれる側も、全体像がわかってい

なかったためであると考える。担当者がやっていたことを引き継いだとしても、今回のように別

の人がやっていた部分が引き継がれない場合があることを考慮しなければならない。担当する部

門について、やるべきことをすべてマニュアル化して、誰が担当してもできるように、引き継ぐ

べきことがわかるようにしておくことが大切であると考える。 
このことについては今回梶山が痛感したので、梶山がマニュアル化していきたいと考えています。 

 

トロフィーがない！ カレンダーはある！ 積極的な参加を！ 
DUO リーグのカレンダーは届きましたか？ しっかりご覧いただいていますか？ 
DUO リーグの試合日程（前期のみ）が入っているだけでなく、「DUO リーグのための靴磨き講座」

が写真入りで紹介されている、大変お得なカレンダーです。DUO リーガー諸君は是非、目立つとこ

ろにカレンダーを貼って、靴磨きの意識と「DUO リーグのトロフィーがない！だから自分たちでつ

くるのだ！」という意識を高めてください。 
もちろん各クラブの指導スタッフや保護者のご理解も不可欠です。 
これまでに靴磨き講習会は 2 回行われました。2 月 24 日の「DUO リーグイベントデー」では約 30

名の参加があり、大変よい研修会となりましたが、3 月 16 日（審判講習会および DUO リーグ選抜研
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修会の日）は予定より大幅に少なく、4 名しか参加がありませんでした。盛り上がらないだけでなく、

「DUO リーグのトロフィーがない！」改め「トロフィーの材料がない！」になってしまいます。 
改めて言うまでもありませんが、このキャンペーンは、「ものを大切にしよう！」というメッセージ

でもあります。靴磨きというスキルを身につけながら、DUO リーグの仲間とともにトロフィーを創

り上げていくというプロセスが、このプロジェクトそのものです。 
是非ともご理解とご協力をお願いします。 

 

トロフィーがない！ だから今週末は靴磨きと靴解体！ 
ということで今週末、試合会場において、試合後すぐに靴磨きと靴解体の作業を行います。講師は

佐藤いちろう氏（靴郎堂本店）と土谷享氏（KOSUGE1-16）です。DUO リーガーは必ず、「履き古

した靴」と「靴磨きセット（ぼろ布・はさみ・カッター・新聞紙）」を持参して、試合会場に来てくだ

さい。具体的には次の会場・試合が対象となります。用がある者以外は、全員必ず参加してください。 
4 月 12 日（土）終日：王子工業高校 G 
 10：00 筑波大附 vs 葛飾野 → 試合終了後、筑波大附を対象に実施 
 14：30 都豊島 vs 京華 → 試合終了後、都豊島および京華を対象に実施 
 16：00 学習院 vs 関東一 → 試合終了後、学習院を対象に実施 
4 月 13 日（日）午前：文京高校 G 
  9：30 都文京 vs 豊島学院 A → 試合終了後、都文京および豊島学院を対象に実施 
 11：10 都竹早 vs 郁文館 A → 試合終了後、都竹早および郁文館を対象に実施 
4 月 13 日（日）午後：本郷高校 G 
 14：00 本郷 ONEvs 獨協 → 試合終了後、本郷および獨協を対象に実施 
 15：30 駒込 vsFC 西巣鴨 03 → 試合終了後、駒込および FC 西巣鴨 03 を対象に実施 

 この件に関するお問い合せは、ＭＬまたはチェアマンまで直接お願いします。 
 

サロン 2002 月例会－テーマは「DUO リーグのトロフィーがない！」 

 サッカー・スポーツを通しての、21 世紀の“ゆたかなくらし”を“志”とする異業種ネットワーク、

サロン 2002 では、毎月月例会を行っています。4 月の月例会では「DUO リーグのトロフィーがない！」

を取り上げ、DUO リーグチェアマンと KOSUGE1-16 がプレゼンします。 
 本件に少しでも興味をお持ちの方は、是非ご参加下さい。 
 なお、サロン 2002 では、2008 年度の会員を募集しています。 

くわしくは、サロン 2002 オフィシャルサイトをご覧下さい。http://.www.salon2002.net 

《２００８年４月例会案内》 

【日 時】２００８年４月２３日（水）19：00～21：00（その後「ルン」予定） 

【会 場】筑波大学附属高校３Ｆ会議室（東京都文京区大塚1-9-1） 

（有楽町線護国寺下車徒歩７分または丸の内線茗荷谷駅下車徒歩８分：お茶の水女子大裏。校門を入

って直進。高校前庭に面した１Ｆ体育教官室から校舎内に入り３Ｆへ（校舎内土足可）） 

注１）校門が閉まっていたら、中塚携帯（090-1423-9289）にTELしてください。門を開けます。 

注２）終了後は、カリンカ跡地にある「ルン」（03-5978-3198）に繰り出します。 

【テーマ】DUOリーグのトロフィーをアート感覚で（仮題） 
     －サッカーシューズからトロフィーを作る?! 
【報告者】中塚義実（DUOリーグチェアマン）、土谷享（KOSUGE1-16）、佐藤一朗（靴郎堂本店） 
【概 要】1996年度より東京都文京区・豊島区の高校サッカー部・クラブユースで始まった「DUO
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リーグ」は、ユース（U-18）サッカーリーグの先駆けとして全国的に注目され、サロンの月例会で

もこれまで何度か紹介しています。 
 このリーグには、持ち回りの優勝トロフィーがありましたが、いつしかそれがなくなってしまい、

ここ数年「DUOリーグのトロフィーがない！」状態に陥っています。いま、レプリカのみ授与され

ています。このとても間抜けな状況をアート感覚で打破すべく、DUOリーグチェアマン（中塚）か

らの要請を受けたKOSUGE1-16（土谷）が立ち上がり、何度かのミーティングを経て、「使い古し

たサッカーシューズを磨き、解体し、革のピースを集めて貼り合わせてトロフィーをつくる」とい

う、いままで聞いたことがないようなプロジェクトが始まりました。 
トロフィー作りは、DUOリーグに関わるすべての人が参加します。「靴磨き講習会」や「靴解体

講習会」を通してトロフィーの材料となる革のピースを収集します。7月19日の「DUOリーグアウ

ォーズ」を印象付けるための「DUOリーグカレンダー」がつくられ、そこには歯磨き感覚をモチー

フとしたDUOリーグのロゴと、靴磨きの手順が描かれています。 
このユーモラスな取り組みを紹介しつつ、スポーツとアートの融合の可能性について、皆さんと

意見交換できればと思います（文責：中塚義実）。 
【参加申込】4月18日（金）までに、中塚義実ynakatsuka2002@kza.biglobe.ne.jpまでご連絡ください。 

【報告書作成者】募集中（希望者はお知らせください） 
以上 
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