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チェアマンより：18 歳の DUO リーグ「歴史を踏まえて歴史を築こう！」 
1996 年に始まった DUO リーグは、今年で 18 歳になります。高校 3 年生と同じですね。 
17 年の間にいろんなことがありました。何もないところから立ち上げたユースリーグは、今では JFA

の指導により全国に広がりました。その一方で、大事にしていた“遊び心”がいつの間にか失われ、

組織の肥大化や歴史の断絶にともなう“制度疲労”感じられます。 
そこで 2012 年度は「“温度差”をなくそう！」のスローガンのもと、将来構想委員会を中心に議論

を重ね、18 年目の“改革”にこぎつけました。2013 年度からは、昇降格をともなう従来型のリーグ戦

は前期のみとなります。後期には DUO クラブ同士の、半期完結型のイベントを実施します。また、

「DUO リーグの理念」を普遍的なものとして改めて確認し、理念に賛同した上で“歴史を踏まえて歴

史を築く”仲間（DUO クラブ）で、多様な活動に取り組みます。リーグ戦は、DUO クラブでなくて

も JFA に加盟していれば参加可能です。そのような選択をするクラブもあるようです。ただし DUO
クラブが得られるメリットや責任は、DUO クラブのみに与えられ、負うものです。メンバーになるか

どうかは、いまいるだけの
、、、

指導者の一存でなく、“クラブ”の意思として確認してほしいものですね。 
さて、この一連の議論の中で、私は DUO リーグ・チェアマンをもう 2 年務めることになりました。

本業に加えての DUO リーグ。このほかにも“多様な活動”に従事しているので、時間と労力のやり

くりは大変ですが、やりがいはあります。よろしくお願いします！ 
“多様な活動”の一つをご紹介します。私が理事長を務める「サロン 2002」です。DUO リーグ創

設以前から研究者・指導者の集いであったこの組織は、いまでは全国に 200 名近くの熱き大人がつな

がる異業種ネットワークに育っています。DUO リーグ関係では、ケニアで青年海外協力隊員として活

躍中の岸卓巨事務局長、HP 制作の(株)シックス社長の本多克己さん、リサイクルプロジェクトのアー

ティスト、土谷享さん（KOSUGE1-16）、佐藤一朗さん（靴郎堂本店）などが会員です。住んでいる地

域も関わる分野も異なりますが、21 世紀の“ゆたかなくらし”を共通の“志”とするネットワークは

意外に強固です。“志”に賛同した上で“Give and Take”を心掛ける人たち。DUO リーグのあり方に

も通じますね。 
サロン 2002 では、3 月に二つのシンポジウムを企画しました。3 月 23 日に大分県臼杵市で開かれた

「竹腰重丸を語る」では、戦前～戦後の長期にわたり、選手・指導者・組織の長として日本サッカー

界をリードしてこられた偉人の故郷で、その功績をひもときました。3 月 30 日の名古屋オーシャンア

リーナでは、ようやく全国大会が始まった U-18 年代のフットサルの今後を語るシンポジウム、「U-18
フットサルを語ろう」を実施しました。 

歴史から学ぶことは大切です。また、いろんな分野の方から学ぶことも大切です。 
自分が今いる世界にとどまることなく、オープンマインドでいきましょう。それまで見えてこなか

った景色が見えてくるはずです。 
大きな改革となる 2013 年度 DUO リーグのスローガンは、「DUO リーグ 18 歳－歴史を踏まえて歴

史を築こう！」としました。 
DUO リーグは変わります。皆さんも勇気を持って、どんどん変わっていきましょう！ 

2013（平成 25）年 4 月 
ＤＵＯリーグ・チェアマン 中塚義実 
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ＤＵＯリーグ会議報告 
【日 時】 2013（平成 25）年 2 月 24 日（日） 17：00～19：00 
【場 所】 筑波大学附属高校会議室 
【出 席】（代表者名。下線は遅刻） 

都小石川（長山）、昭和一（永井）、三菱養和（杉尾）、京華（小金丸）、都向丘（末吉）、筑波大附（中

塚）、学習院（玉生）、豊南（小寺）、本郷（都丸→岩野）、城西（中川）、豊島学院（早川）、郁文館

（井上）、駒込学園（宮坂）、巣鴨（山中）、立教池袋（橋本）、獨協（神宮司）、都豊島（丹羽）、淑

徳巣鴨（室橋）、都竹早（蓑田）、日大豊山（亀井）、都文京（松田）、都足立（安藤）、都江北（蓑輪）、

足立学園（伊藤）、都荒川商業（中野）、中大高（加藤）、文京区中学生選抜（武藤）、FC 西巣鴨 03
（宮） 

【オブザーバー：選手】 
西嶋・香取・間瀬・金山・鈴木（筑波大附）、瀧本・市川（城西）、清水（都江北） 

【オブザーバー：一般】 
稲垣（文中選）、馬場（巣鴨）、栗原（東京リゾ＆スポ）、土谷・佐藤（リサイクルプロジェクト）、

河野（アクオレ）、栗山（都足立西）、日髙（都千早）、三ツ矢（事務局） 
【議事録作成】三ツ矢（事務局）＆中塚確認・修正 
【議 題】 
Ⅰ．2012 年度事業報告および決算 
Ⅱ．DUO リーグの事業-2013 年度の事業の全体像と準備 
１．前期リーグ 
２．後期イベント 
３．その他の事業（リーグ戦を支える事業／豊かなスポーツ観を育む事業など） 
Ⅲ．DUO リーグの会員と組織 
１．リーグ規約と加盟。登録＝メンバーシップについて 
２．各事業への参加＝参加手続きとプレー代 
３．リーグ運営組織 
Ⅳ．今後の進め方 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

＜DUO リーグ会議ダイジェスト（決定事項を中心に。詳細は下記参照。）＞ 
◆2 部チャンピオンシップ結果 

優勝：都豊島 B 
準優勝：R.本郷 
3 位：豊南 

◆2 部 MVP：細川森（都豊島 B） 
◆2013 年度から 2014 年度への地区トップリーグの昇格チームと試合日程について 

①2013 年度から 2014 年度についてのみ、地区トップリーグへの昇格は 2 チーム 
②リーグ戦は 7 月いっぱい、順位決定戦は高校選手権地区予選前まで、地区トップリーグへの昇格

を争うプレーオフは地区予選後に行うこととする 
◆以下の 3 チームの前期リーグ参加を承認 

・都立足立西高校 
・都立千早高校 
・G 本郷 

◆2013 年度は「個人登録費」を改め「プログラム代」とする。金額は見通しが立った段階でプログラ
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ム担当が連絡 
◆2013 年度において、クラブ加盟費 5,000 円（通年）、チーム参加費 20,000 円（前期）と決定 

参加費 20,000 円のなかに、プログラム代 5 冊分の代金を含める 
◆後期の内容等について、今後は理事会で、理事会設置までは将来構想委員会で議論を進める 
◆チームプロフィール、プログラム必要冊数、基礎調査の提出は 3 月 9 日（土）まで 
◆メーリングリストは、全チーム情報共有用（主に試合結果）と、加盟クラブ情報共有用（付帯行事

情報等）の 2 つを使用する体制を整えるよう、話を進める 
◆2 部リーグの昇格チーム決定方法は、理事会（将来構想委員会）に一任 

リーグ戦開始前までに決定 
◆2 部リーグ日程会議 

日時：3 月 6 日（水）18:00～ 
場所：筑波大附 

 

リーグ戦を行うにあたって運営上のお願い 
リーグが新しく編成され、新たな役割を担われている方もいるかと思います。下記の内容をご確認

の上、スムーズなリーグ運営を行っていきましょう。 
        ＤＵＯリーグホームページ http://www.duoleague.com/ 
＜試合前＞ 
・リーグ戦開始時のスケジュールから試合日程について変更があった場合は、必ずメーリングリスト

にてお知らせください。 
・未定であった試合の日程が確定した場合にもメーリングリストでお知らせください。 
＜試合終了後＞ 
○結果記録用紙に会場費、費用負担クラブ、主催クラブの欄を設けてあります。 
※主催クラブとは、グラウンド確保、当日の試合運営、結果報告を行うクラブです。 
＜各会場の全試合終了後＞ 
○主催クラブは、その日の試合結果（記録用紙の全項目）をできるだけ速やかにＭＬに投稿してくだ

さい。 
①書式は次の通り 
 この作業は先シーズンと変わりません。 
 ※試合結果報告フォーマットは「DUO リーグ事務局提案事項」をご参照ください。 
☆○月○日（曜日）＜グラウンド名（主催クラブ名、会場費、費用負担クラブ）＞ 
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／副審氏名（所属））      

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） 
②各リーグの集計・担当者 

ＤＵＯリーグ通信とともに事務局よりお送りする試合結果ファイル（excel版「得点ランキング」「警

告・退場リスト」「審判評価」）を更新し、随時メーリングリスト流してください。事務局にてホー

ムページにアップします。 
 併せて、ＤＵＯリーグホームページ試合結果更新システムよりホームページ内星取表兼順位表の更

新をお願いします。 （具体的な方法については、各リーグ集計担当者に直接連絡いたします） 
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＜参考：2013 年度前期各リーグ役割分担＞ 

１部DUリーグ １部UOリーグ ２部Ｄリーグ ２部Ｕリーグ ２部Ｏリーグ

責任者 永井（昭和一） 早川・小島（豊島学院） 早川（豊島学院） 石原（淑徳巣鴨） 中川（城西）

副責任者 松田（都文京） 丹羽（都豊島） 松田（都文京） 北爪（豊島学院） 清水（駒込）

会計 小寺（豊南） 蓑田（都竹早） 室橋（淑徳巣鴨） 藤巻（本郷） 都丸（本郷）

記録・集計 中野（都荒川商業） 伊藤（足立学園） 伊藤（足立学園） 神宮司（獨協） 馬場（巣鴨）

競技 加藤（中大高） 岩野（本郷） 斉藤（立教池袋） 川原（日大豊山） 岸（FC西巣鴨03）

審判 加藤（中大高） 井上（郁文館） 北洞（都向丘） 蓑輪（都江北） 蓑輪（都江北）

亀井（日大豊山） 長山（都小石川） 丹羽（都豊島） 栗山（都足立西） 志村（郁文館）

　宮坂（駒込） 日高（都千早）
技術

 


