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2009.2.18.（中塚義実） 

2009ＤＵＯリーグ通信 No.1 
2 月 14 日（土）に E リーグ参入戦を終え、2008 年度の DUO リーグの行事はすべて終了しました（2

月 22 日と 3 月 15 日の「イベントデー」は 2009 年度事業扱いとなります）。よって今号より、DUO リ

ーグ通信は「2009DUO リーグ通信」としてお届けします。月 2 回ペース（目安）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、各担当からの情報はメーリングリストを用いて連絡します。まめにご確認ください。 
これらに加え、電話等での連絡や「Face to Face」のコミュニケーションを重視しながら、「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/ 
2009 年度の準備に関する資料はすでに ML で送信したとおりです。「参加希望チーム数」は ML に

て、「基礎調査」はチェアマンまで、いずれも 2 月 18 日（水）（＝本日中！）までにご提出ください。 
日程調査は 2 月 22 日（日）の DUO 会議当日に持参してください。 

 

2009年度前期Eリーグ参入戦 
☆2009 年 2 月 14 日（土）＜都立王子工業高校Ｇ＞（15：00／嶋野雅春：城西高校教諭） 
E参入戦 都豊島（DUO1部2位） ２－４（0-2,2-2） 修 徳（RS1部2位） 

得点者…都豊島：千崎尉一朗 オウンゴール 
修 徳：内藤誠 岡田鉱季 斉藤匡礼 清水亮平 

※この結果、2009 年度前期 E リーグには修徳高校が昇格することになりました（地区トップリーグか

らの降格も含めて、修徳高校からは 2 チーム参加となります） 
 

2009年度のリーグ編成 
■地区トップリーグ U-18 東京 2009 
 2008 年度後期 E リーグで、上位 2 チームをリバーサイドリーグに持っていかれてしまった（すみま

せん）ので、2 年目の地区トップリーグも DUO リーグ勢は不在です。次年度こそ…。 
 なお、関東一高は地区トップリーグから E リーグに降格しましたが、同クラブの他チームが昇格し

たため、2009 年度も「関東一」は地区トップリーグに残ります（前年度 E リーグでプレーしていた 2
年生チームがそのまま昇格するそうです）。 

1 実践学園高校 08年度グループＢ １位 1 駒澤大学高校 08年度グループＡ １位

2 早稲田大学高等学院 08年度グループＡ ２位 2 日体荏原高校 08年度グループＢ ２位

3 江戸川高校 08年度グループＢ ３位 3 小山台高校 08年度グループＡ ３位

4 福生高校 08年度グループＡ ４位 4 青山学院高等部 08年度グループＢ ４位

5 松が谷高校 新規参入（7地区） 5 東海大高輪台高校 新規参入（4地区）

6 東久留米総合高校 新規参入（8地区） 6 国学院久我山高校 新規参入（5地区）

7 駒場高校 新規参入（6地区） 7 関東一高校 新規参入（1地区）

8 大東文化第一高校 新規参入（3地区） 8 葛飾野高校 新規参入（1地区）

グループBグループA
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■2009E リーグおよび 2009 前期 DUO リーグ 
 前期リーグの結果と年末のDUO 会議での議論を踏まえてリーグ構成を示すと次のようになります。 
 しかしながら現時点で、都竹早から前期リーグ参加辞退の意思が表明されています。 
 ではどうするか…。 
 2 月 20 日（金）のスタッフ会議で原案を作成し、22 日の DUO 会議で決定します。 
 

Ｅリーグ Ｅリーグ

チーム名 チーム名

1 都葛飾野 →地区TL昇格 降格 都城東

2 関東一 →地区TL昇格 降格 関東一E(仮)

3 学習院 →残留 降格 修徳A(仮）

4 本郷θ →残留 残留 学習院

5 都足立 →DUO降格 残留 本郷θ

6 足立学園A →DUO降格 RS1位 かえつ有明

7 筑波大附 →DUO降格 DUO1位 都江北

8 都小岩 →RS降格 交流戦勝者 修徳B(仮）

2008年度後期 2009年度前期

 
＜竹早高校の参加見送りについて＞ 

「内部の教員、異動してくる教員ともに来期サッ

カー部顧問が見つかりませんでした。後任の顧問

が確保できていないため、前期リーグには参加で

きません」（竹早高・嶋田吉孝氏より） 
補足）部員とも話をし、「やむを得ない」と納得

しているそうです。ただ、クラブ加盟は続け、

後期リーグに参加できるよう調整を続けると

のことでした。 

１部リーグ １部リーグ

チーム名 チーム名

1 都江北A →E昇格 降格 都足立

2 都豊島 →残留 降格 足立学園A

3 京　華 →残留 降格 筑波大附

4 都小石川 →残留 残留 都豊島

5 都文京 →残留 残留 京　華

6 日大豊山UNO →残留 残留 都小石川

7 巣鴨A →2部降格 残留 都文京

8 豊島学院A →2部降格 残留 日大豊山

9 巣鴨B →2部降格 2部1位 郁文館

2部2位 都竹早※

２部（上位のみ） ２部（上位のみ）

チーム名 チーム名

1 郁文館(UO1位) →1部昇格 降格 巣鴨A

2 都竹早(DU1位） →1部昇格 降格 豊島学院A

3 FC西巣鴨03(UO2位） →残留 降格 巣鴨B

3 駒　込(DU2位） →残留 残留 FC西巣鴨03

残留 駒　込

2008年度後期 2009年度前期

 

 

2009年度前期（第27回）DUOリーグ準備 
■2009 年度ＤＵＯ加盟票兼前期リーグ基礎調査 

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

■日程表 → 2 月 22 日（日）提出（DUO 会議時に持参。E リーグは 2 月 16 日に完了） 
 
■各種会議 
○Ｅリーグ運営委員会 2 月 16 日（月）18：00～19：00 於学習院高等科 
・E リーグ運営委員＆会計が出席 

出席：滝本（09 後期 E 代表）、中塚（DUO チェアマン）、玉生（DUO 代表／神宮寺代理）、石塚（RS
代表）、伊藤（09 前後期 E 会計） 

 欠席：百瀬（運営委員長）、新出（RS チェアマン） 
・主な議題は次の通り 

①リーグ運営について…参加チームの当事者意識が高く、リーグ戦そのものは問題なく進んだ。た

だし各担当の業務遂行については、できたところとできなかったところに差があった。 
②E リーグ参入戦…両リーグが相談してあらかじめ決めてあったスケジュールは、原則として尊重

するということを再確認した。2009 年度は、前期末を 7 月 18 日（土）18：00 於葛飾商 G で、後

期末を 2010 年 2 月 6～7 日（未定）に DUO の会場で行うことが確認された。 



2008ＤＵＯリーグ通信 
 

 3 

③E リーグの位置づけとシーズン…都内他地区では「地区リーグ」の上が都全域で行われる「地区

トップリーグ」となり、参加費（45,000 円）も運営面も数段ハードルが高くなる。E リーグは中

間的な位置づけとしてありがたい。今後もしっかりと続けていく。またシーズンも、前後期制を

維持し、DUO・RS とのつながりを重視する。12 月で終えられるよう、「シーズン」にはこだわる。 
④運営委員長の交替…百瀬健一氏から石塚正紀氏（都葛飾総合）に交替した。 

 
○ＤＵＯリーグスタッフ会議  2 月 20 日（金）18：00～20：00 於筑波大学附属高校 
・2009 年度の DUO リーグ運営組織と準備状況 
・2009 年度のスローガン 
・「DUO リーグのトロフィーがない！」に続くプロジェクト…「靴磨き＆解体講習会」は実施。副産

物として生み出された「履けない靴でできたサンダル」に力点をおきながら展開か（要検討） 
 
○ＤＵＯリーグ会議 2 月 22 日（日）17：00～19：00 於筑波大学附属高校 
・チェアマンより…基礎調査まとめより／DUO リーグの組織（2009～2010）／地区トップリーグ・Ｅ

リーグ・DUO リーグの今後／「DUO リーグのトロフィーがない！」プロジェクトの成果・課題・今

後／東京リゾート&スポーツ専門学校との提携 
・2008 年度後期（第 26 回）DUO リーグについて…1 部･2 部 MVP の選考 
・事業部門…競技部（各リーグ責任者）／審判部（◎文京・小石川）／技術部（◎豊島、郁文館） 
・管理部門…経理部（◎向丘・豊南・駒込）／広報部（◎淑徳巣鴨・豊島学院）／規律部（◎京華・

足立学園・城西） 
・企画部門…地域活動推進部：文京区（◎昭和一・日大豊山）・豊島区（◎立教池袋・本郷）・足立区

（◎都足立・足立工）／医・科学活動推進部（◎江北・三菱養和・巣鴨） 
 
○各リーグ代表者会議 2 月下旬～3 月初旬 
・各リーグ内の役割分担と業務の確認 
・スケジュール作成 
 

2009年度DUOリーグ・イベントデー① 2月22日（日） 
■DUO リーグ選抜交流戦 
会 場：筑波大学附属高校グラウンド 
時程・内容：12：30～ 受付  13：00～16：00 交流戦（試合形式） 
参加資格：DUO リーグ加盟クラブのプレーヤー（各クラブ何名でも OK です） 
持ち物：試合ができる用意／サッカーボール各自 1 個（クラブ名を明記すること） 
申込み：2 月 20 日（金）までに選手名・学年・ポジションを明記の上、担当までお申し込みください。 

不参加の場合もご連絡ください。 
担 当：井上豪（郁文館高校教諭）  FAX：03-3828-1261  携帯 TEL：090-4226-7264 

注）雨天時は 10 時までに井上の携帯電話に連絡ください。 
 
■2008 年度後期 DUO リーグ・アウォーズ 
会 場：筑波大学附属高校会議室 
時程・内容：16：20～プレゼン：DUO リーグのあゆみとトロフィーの意義  16：40～表彰式 
参加者：後期 DUO リーグ表彰者／DUO リーグ選抜交流戦参加者 
    DUO リーグ会議参加者（できるだけアウォーズから参加してください） 

注）終了後すぐに同会場にて DUO リーグ会議に移ります（出欠確認はここで行います）。 
以上 


