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2008.2.12.(岸卓巨) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.1 
2 月 11 日に、2007 年度後期 DUO リーグ 2 部優勝決定戦が行われ、2007 年度の行事は全て終了し

ました（2 月 24 日の指導者研修会、3 月 16 日の審判講習会、および両日開催される DUO 選抜は、

2008 年度事業扱いとなります）。 
ということで今号より、DUOリーグ通信は「2008DUOリーグ通信」としてお届けします。月2回ペ

ースで発行される、DUOリーグ・オフィシャルマガジンです。この他、試合結果等の速報は、DUO
リーグオフィシャルサイト（下参照）で、事務局からの連絡はメーリングリストで送信される「事務

局通信」でしっかりご確認ください。これらに加え、「Face to Face」のコミュニケーションや電話等

での連絡を密に取りながら、「ホーレンソー（報告・連絡・相談）」を徹底していきましょう！ 
ＰＣ版ホームページ http://www.duoleague.com/ 
携帯版ホームページ http://www.geocities.jp/duo1996_2006/ 
2 月 8 日に DUO リーグスタッフ会議を開催し、2008 年度の運営についての話し合いをしました。 
2008 年度の準備に関する資料を添付します。DUO 会議までに各リーグのチーム割りをしておきた

いので、「参加希望チーム数」は 2 月 18 日（月）までに、ＭＬにて、全クラブにお知らせください。 
基礎調査は 2 月 20 日（水）までに E メールで中塚まで、グランド調査は 2 月 24 日（日）の DUO

会議当日に持参してください。E リーグ加盟クラブは 2 月 21 日（木）に会議がありますので、その

際持参してください。 
 

後期ＤＵＯリーグ２部 優勝決定戦（チャンピオンシップ） 
■ＤＵＯリーグ２部 優勝決定戦（チャンピオンシップ） 
☆2008 年 2 月 11 日（月）＜都立葛飾野高校Ｇ＞（10：35／安藤亮：都足立コーチ：5･5） 

都足立（DU1 位） ４－１(1-0,3-1) 都竹早（UO1 位） 
得点者…都足立：加藤雅樹 桜井竜弥 貝森将人 岩崎祥利 

        都竹早：小西佳佑 

※グラウンドの関係で都足立から葛飾野高校に会場を移しました 
 

後期ＤＵＯリーグ２部 第3位決定戦（プレーオフ） 
■ＤＵＯリーグ２部 第 3 位決定戦（プレーオフ） 
☆2008 年 1 月 20 日（日）＜都立江北高校Ｇ＞（13：40／玉山哲史郎：都江北教諭） 

巣鴨Ｂ(DU3 位) ５－５(3-2,1-2／0-1,1-0) 都江北Ｂ(UO2 位) 
ＰＫ２－０ 

得点者…巣鴨Ｂ：西慶三(2) 八尋亮彦(2) 武井秀文 

     都江北Ｂ：竹内祐貴(5) 
※2007DUO リーグ通信 No.19 に掲載した結果に誤りがありました。改めて記録として掲載します 
 
 
 
 
 

http://www.duoleague.com/
http://www.geocities.jp/duo1996_2006/
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2008年度前期ＤＵＯリーグ準備 
■2008 年度ＤＵＯ加盟票兼前期リーグ基礎調査 

→ 2 月 20 日（水）締切（Email または FAX で中塚まで） 
→ チーム数は 2 月 18 日（月）までにＭＬで全クラブに 

■日程表 → 2 月 24 日（日）提出（DUO 会議時に持参。E リーグは 2 月 21 日） 
■各種会議 

○ＤＵＯリーグスタッフ会議  2 月 8 日（金）19：00～21：00 於筑波大学附属高校 
○Ｅリーグ運営委員会兼代表者会議 2 月 21 日（木）19：00～21：00 於葛飾野高校 
 ・E リーグ運営委員と 2007 年度後期および 2008 年度前期 E リーグ参加チーム代表者が参加 

 ・主な議題は次の通り 

①リーグ期間（前後期の 2 期制か、それとも 1 期制か） 

②参加費をどうするか（15,000 円では 8 チームリーグをやっていけない） 

③組織と役割分担をどうするか 

④2007 年度の総括（表彰・精算等） 

⑤2008 年度の準備（日程調整） 

○ＤＵＯリーグ会議 2 月 24 日（日）15：00～17：30 於本郷高校 
この日の時程について詳細は後述 

○地区トップリーグ代表者会議 2 月 26 日（火）19：00～21：00 於学習院高等科 
 

☆メーリングリストへの投稿の仕方 

 メーリングリストは通常のメールを送る方法でメールの宛先を duohp@duoleague.com に設定して

送るだけで、メーリングリストに登録されているＤＵＯ関係者全員に一斉にメールが送れる便利な方

法です。2008 年度開幕準備（各クラブ出場チーム数の連絡など）をはじめ、各部門の連絡、各リーグ

の連絡など積極的にメーリングリストでの情報交換をお願いします。また、新たにメーリングリスト

に加えたい方がおりましたら事務局までご連絡ください。 
 

チェアマンより①：KOSUGE1-16が岡本太郎賞受賞 
＜岡本太郎賞＞ 

作家名＝KOSUGE 1-16 (コスゲ・イチノ・ジュウロク)  
受賞作品  《 サイクロドロームゲームDX 》 
サロン 2002<http://www.salon2002.net>の会員でロゴの制作者、かつ「DUO リーグのトロフィー

がない！」プロジェクトをともに進めているアートユニット KOSUGE1-16 が、「岡本太郎賞」を受賞

しました！！ 
岡本太郎と言えば、古くは大阪万博（1970）の太陽の塔や、「芸術は爆発だ！」の CM（何の CM

だか忘れてしまいました）でおなじみの世界的なアーティストです。「第 11 回岡本太郎現代芸術賞」

は、「岡本太郎の精神を継承し、旧来の慣習や規範にとらわれず、自由な視点と発想で創作活動を行う

作家による、優れた作品のために創設された」もので、「第 11 回を迎える今回は 678 点の応募があり、

第 1 次審査を終え 24 点の作品が入選しました」とのこと（岡本太郎美術館オフィシャルサイトより）。 
「岡本太郎賞」の受賞作品は、「本物の自転車を漕ぐことで、ミニチュア自転車が競走するゲーム」

です（こんな説明でいいのでしょうか）。「いきなりのお出かけサロン」と題して年末、堀切菖蒲園の

工場跡にある彼らのアトリエを訪れたときに見せてもらいましたが、とてもユニークな作品です。 
川崎市にある岡本太郎美術館で、2 月 9 日から 4 月 6 日まで展示されているようです。一度のぞい

てみてください。かくいう私もまだ行ってないので、時間を作って出かけてみようと思います。 



2008ＤＵＯリーグ通信 
 

 3 

企画展 「第 11 回岡本太郎現代芸術賞」展 
会場：川崎市岡本太郎美術館 
会期：2008 年 2 月 9 日(土)～4 月 6 日（日） 
料金：一般 600（480）円／高大学生・65 歳以上 400（320）円／ 中小学生以下 無料／ 

（ ）内は 20 名以上の団体料金 
休館日：月曜日（祝日を除く）、2 月 12 日、3 月 21 日 
主催：財団法人 岡本太郎記念現代芸術振興財団 

川崎市岡本太郎美術館 

詳しくは、岡本太郎美術館オフィシャルサイト http://www.taromuseum.jp/ をご覧ください。 
 

チェアマンより②：「ＤＵＯリーグのトロフィーがない！」その後 
 2 月 8 日に DUO リーグスタッフ会議が開かれました。前半はリーグ運営について、後半は「DUO
リーグのトロフィーがない！」プロジェクトについて議論しました（会議の内容は議事録をご参照く

ださい）。KOSUGE1-16 の土谷さんも、翌日から「岡本太郎現代芸術展」が始まる多忙な中、駆けつ

けてくれました。 
プロジェクトについては次回の DUO 会議で改めてご説明しますが、まずは以下で概要を把握して

おいてください。 
■トロフィーは、「サッカーシューズ型」になる！ 
 「履けなくなった」サッカーシューズからとれた革のピースを用いて、サッカーシューズ型のトロ

フィーをつくるという、何ともおしゃれなアイデアです。ついでに、そのトロフィーは「履ける」

ものになりそうです。 
■前期リーグ末に完成。素材収集のための研修会（くつの手入れの勉強会）が開かれる！ 

前期中に完成、前期リーグの優勝チームに新しいトロフィーが授与されます。 
素材となる革のピースは、4～5 月中に収集します。そのため、次の工程を DUO リーガーに学んで

もらう必要があります。 
１）くつをみがく 
２）くつをばらす 
３）革をとる 

2 月 24 日を皮切りに、4～5 月あたりまで何度か、くつの手入れと、「みがく・ばらす・革をとる」

スキルを身につけるための研修会を予定しています。これは DUO リーガーだけでなく、指導者、

保護者も対象になります。講師の佐藤一朗氏（靴朗堂本店代表）もやる気満々です。 
■2～7 月のカレンダーを、全員分作成する！ 
 本プロジェクトおよび DUO リーグそのものの PR 用に、2～7 月までのカレンダーを作成します。

試合日程や研修会の予定日などが書かれているもので、すべての DUO リーガーに行き渡ります。 
 同時に、DUO リーグのロゴも制作します。これは KOSUGE1-16 の土谷氏に依頼しました。 
■予算は総額 30 万円。外向けにアピールしていく！ 
 これまで DUO リーグで繰り越してきた経費を元手に、このプロジェクトに取り組みます。 
 と同時に、アート側、スポーツ側のさまざまな助成金や賛助金も求めていきます。 
 「スポーツのトロフィーをアートとコラボでつくる」というのは、非常に珍しい試みではないかと

思います。DUO リーグの、またスポーツの新たな第一歩となるプロジェクトとして捉えています。 
 
ＤＵＯリーグでは、「ＤＵＯリーグのトロフィーがない！」プロジェクトをともに盛り上げていただ

けるスタッフを募集しています。興味のある方は、事務局 takumi_kishi@yahoo.co.jp または、2 月

24 日の靴磨き講習会の際にスタッフまでお声かけください。 
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2008年度 ＤＵＯリーグ・スタッフ会議 報告 
 2008 年 2 月 8 日（金）に、中塚（チェアマン）、玉生（事業部長）、神宮司（管理部長）、丸山（企

画部長）、岸（事務局長）、井上（技術部）、土谷（KOSUGE1-16）が筑波大附属高校会議室に集まり、

2007 年度総括、2008 年度開幕準備および「DUO リーグのトロフィーがない！」プロジェクト進行

のための会議を行いました。会議の内容を簡単にご報告いたします。詳しくは議事録をご覧ください。 
 
○事業部門 
＜今後の事業予定＞ 
・２月２４日（日）本郷高校にて栄養講習会・交流戦・靴磨き講習会・ＤＵＯ会議、三菱養和巣鴨グ

ラウンドにて指導者講習会を実施。 
・３月１６日（日）文京高校にて審判講習会・DUO 選抜を実施。 
 
○管理部門 

現在、駒込高校の清水先生を中心に、２月２４日の DUO 会議に向けて、各クラブと連絡を取りな

がら、会計報告作成等の作業を進めている。ご協力お願いします。 
 
○企画部門 
・「阿出川先生・上野先生ありがとう！」を 2 月 15 日（金）に開催する。 
・5 月 27 日に引き続き、菅泰夫氏を講師にお招きして 2 月 24 日に栄養講習会を開催する。主に DUO

リーガーを対象とする。 
 

○2008 年度準備 
１）基礎調査 2 月 20 日（水）締切／チーム数は 2 月 18 日（月）までに中塚まで連絡する 
２）プライバシーポリシー同意書（担当：岸） 
   前回の同意書との変更点：取得する個人情報として、クラブ代表者の FAX 番号およびクラブ代

表者だけではなく、スタッフ氏名、住所、携帯電話番号、メールアドレスを付け加える。 

３）日程調査（担当：玉生） 

   2 月 24 日（日）提出（DUO 会議時に持参。Ｅリーグ参加チームは 2 月 21 日に持参） 
   DUO リーグ 1 部会議を 2 月最終週に行う。 
 
○事務局募集中！ 

岸事務局長が就職により、来期は事務局長を務めることが難しいため、後任を探しています。今回

のスタッフ会議でも何名か名前が挙がりましたが、ぜひ身近に事務局を務めていただける方がおり

ましたら、立候補・推薦などお願いいたします。 
 
○ＤＵＯリーグのトロフィーがない！ 
・カレンダー作成に当たり、カレンダーのデザインに使用できそうな写真を集めています。サッカー

をしているところの写真でなくても、ＤＵＯリーグに使用しているグラウンドの写真や合宿の風景

など、なにか各クラブで撮影した写真がありましたら、2月24日にデータをお持ちいただくか、事

務局までメールでお送りください。 
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2008年度 ＤＵＯリーグ・イベントデー ２月２４日（日） 
 2008年2月24日（日）にＤＵＯリーグイベントデーと題して、各種イベントを開催することになりま

した。これまでシーズン最後に設けていましたイベントデーは、試合スケジュールの関係上、試合を

消化するための日になっていましたが、今回はさまざまなイベントを１日に集め、本郷高校および三

菱養和会巣鴨スポーツセンターにて、ＤＵＯリーグ一色のイベントデーを開催します。選手も、指導

者も、保護者も、皆で楽しめるイベントですので、ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。 
 

２月２４日（日） ＤＵＯリーグ・イベントデー 

＜本郷高校＞ 

１０：００～１１：３０ 栄養講習会 

１２：００～１４：００ 交流戦 

   １４：１０～１５：００ 靴磨き講習会 

１５：００～１７：００ ＤＵＯ会議 

＜三菱養和会巣鴨スポーツセンター＞ 

   １７：３０～２０：００ 指導者講習会 

 
※イベントデーに関する問い合わせは事務局（岸）takumi_kishi@yahoo.co.jpまでお願いします。 

◎栄養講習会＆交流戦 

平成 20 年 2 月１２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 19 年度 第 1 回ＤＵＯリーグ交流戦・栄養講習会のお知らせ 
 
  

記 
日  時：平成 20 年 2 月 24 日（日） 
場  所：本郷高校グラウンド及び教室（詳細未定） 
 
時  間：受付      ９：３０        
     栄養講習会  １０：００～１１：３０  
     交流戦    １２：００～１４：００ 
 
実施内容：「栄養講習」5 月の栄養講習会で講師としてお呼びいたしました菅泰夫氏を再度お招

きして開催します。今度は選手に直接講習するようになります。パワー

ポイントを使い、1 時間半程の講義になるようです。 

選抜方法：各クラブ２名程度をご推薦ください。学年は問いません。 
選手集合：着替えてグラウンドに１２：００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、2 月 18 日（月）までにＥメールでお知らせください。 

井上 豪  郁文館高校  携帯：０９０－４２２６－７２６４ 
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◎靴磨き講習会 

 「履けない靴」を作っている佐藤一朗氏（靴朗堂本店代表）を招いての靴磨き講習会。「ＤＵＯリー

グのトロフィーがないプロジェクト」の初回イベントです。靴の専門家のアドバイスを受けながら、

普段履いている靴を磨き、靴への愛着を感じる、さらには、履けなくなった靴がＤＵＯリーグのトロ

フィーに変わってしまうこれまでに例を見ないプロジェクト。人数制限・年齢制限は設けません。現

在使っているものでも、使い古しのものでも構いません。自分のサッカーシューズを持ってお集まり

ください。 
記 

【場 所】本郷高校教室 
【受 付】１４：００ 
【持ち物】 全員：ぼろ布 

持っている人：靴墨（靴クリーム）、ブラシ 
※交流戦後のＤＵＯリーガー、ＤＵＯ会議前のスタッフ、普段からＤＵＯリーグの活動を支えてくだ

さっている保護者の皆様。多くの皆様の参加をお待ちしております。 
 

◎指導者講習会 

下記の通り指導者講習会を開催いたします。ぜひお気軽に会場まで足をお運びください。 

記 

【テーマ】『Ｕ－18 年代に必要なフィジカルトレーニング』 

【講 師】 広瀬 統一（早稲田大学スポーツ科学学術院 客員講師） 

【会 場】（財）三菱養和会巣鴨スポーツセンター グラウンド及び会議室 

【日 時】 平成 20 年 2 月 24 日（日）  講義 17:30～18:30  実技 18:30～20:00 

      （運動できる服装をお持ちください） 

【定 員】 50 名程度 

 

※２月２４日はこのように盛り沢山です。準備の都合もありますので、２月１８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。 

 

************************************キリトリ線*************************************** 

 

クラブ名： 

代表者名： 

２月２４日の参加者数（参加者名）は次の通りです。 

（氏名がわかるところは書き込んでください。「交流戦」は、氏名・学年・ﾎﾟｼﾞｼｮﾝを明記して下さい） 

 

１）栄養講習会（10：00～11：30）…高校生（ 名）、保護者（ 名）、卒業生（ 名）、スタッフ（ 名） 

２）交流戦（12：00～14：00）…（氏名・学年・ポジション）（ ・ ・ ）（ ・ ・ ） 

３）靴磨き講習会（14：00～14：50）…高校生（ 名）、保護者（ 名）、卒業生（ 名）、スタッフ（ 名） 

４）ＤＵＯ会議 … 高校生（ 名）、保護者（ 名）、卒業生（ 名）、スタッフ（ 名） 

５）指導者講習会 … 高校生（ 名）、保護者（ 名）、卒業生（ 名）、スタッフ（ 名） 

注１）スタッフは、クラブ代表者をはじめとする、各クラブの指導・運営スタッフを指します。その

他の関係者で参加を希望される方もこの枠に含めてください。 

注２）原則として、「交流戦」参加者は全員「靴磨き講習会」に参加し、かつ追加を受け付けます。 

また、「ＤＵＯ会議」参加の指導者は、原則として全員「指導者講習会」にご参加ください。 
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来期リーグ編成 

 Ｅリーグ参入戦、2 部プレーオフの結果により、2008 年度前期Ｅリーグ、ＤＵＯ１部のチーム編成

が決定いたしました。2 部リーグのチーム編成については、決定次第改めてお知らせいたします。 

【Ｅリーグ】                【ＤＵＯ1 部＆2 部上位】 

 

 

 

 

 

 

「阿出川先生・上野先生ありがとう」 

ＤＵＯリーグ設立当初からご尽力いただいた本郷高校教諭の阿出川信夫先生、元小石川高校教諭で

現在は日比谷高校教諭の上野二三一先生が、3 月で退官されるということで「阿出川先生・上野先生

ありがとう」と題し、退官祝いパーティーを行うことになりました。お誘い合わせの上、ご参加くだ

さい。 

 「阿出川先生・上野先生ありがとう」 

【日 時】平成 20（2008）年 2 月 15 日（金）18:00 開始（予定） 

【会 場】ブラジル料理「Que Bom(キ・ボン)」 http://www.que-bom.com/index.html 

（つくばエキスプレス「浅草駅」Ａ1 出口徒歩 1 分／銀座線「田原町駅」3 番出口徒歩 3

分／銀座線・東武線「浅草駅」徒歩 5 分／都営浅草線「浅草駅」Ａ1 出口徒歩 8 分） 

【主 催】ＤＵＯリーグ・東京都高体連 2 地区 

【参加申し込み】参加申し込みは、お早めに本郷高校岩野 wasshoi26@ybb.ne.jp までお願いします。 

 
以上 

 

１部リーグ １部リーグ

チーム名 チーム名

1 学習院 →E昇格 降格 都江北A

2 足立学園A →E昇格 残留 本郷B

3 京華A →E昇格 残留 豊島学院A

4 本郷B →残留 残留 郁文館A

5 豊島学院A →残留 残留 京華Ａ

6 郁文館A →残留 2部1位 都足立

7 都文京A →降格 2部2位 都竹早

8 昭和一 →降格 2部3位 巣鴨B

２部（上位のみ） ２部（上位のみ）

チーム名 チーム名

1 都足立 →1部昇格 降格 昭和一

2 都竹早 →1部昇格 残留 都江北B

3 巣鴨B →1部昇格 残留 FC西巣鴨03

4 都江北B →残留 残留 巣鴨A

2007年度後期 2008年度前期

 

Ｅリーグ Ｅリーグ

チーム名 チーム名

1 都城東B →昇格 残留 都豊島

2 修　徳 →昇格 残留 筑波大附

3 都江戸川UNO →昇格 残留 都小石川

4 関東一E →昇格 RS1位 関東一R

5 都豊島 →残留 DUO1位 学習院

6 筑波大附 →残留 RS2位 都葛飾野A

7 都小石川 →残留 DUO2位 足立学園A

8 都江北A →DUO降格 交流戦勝者 京　華

2007年度後期 2008年度前期

 


