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2009.6.4.（中塚義実） 

2009ＤＵＯリーグ通信 No.5 
 5 月は高校総体東京都予選や学校の中間テストなどがあり、DUO リーグの試合はあまり行われませ

んでした。5 月 31 日までの試合結果と、いくつかの連絡事項を掲載します（今号では集計結果は掲載

していません。各リーグでその都度集計作業を進め、回覧してください）。 
 ところで、DUO クラブ代表者が加入している DUO リーグのメーリングリスト（ML）がうまく機

能していません。ホームページの更新もほとんど為されていない状態です。様々な理由がありますが、

近日中にホームページの部分的リニューアルを、7 月中には全面的リニューアルをすべく、業者と詰

めているところです。とんでもなく多い duoleague.com からの迷惑メール問題についても調査中です。 
いずれも、いましばらくお待ちください。 

 

試合結果（～5 月 31 日） 
注１）スコアの次の（ ）は、（キックオフ／主審氏名・所属：評価／副審・所属）を表す 
◆E リーグ 
☆5 月 31 日（日）＜本郷高校 G＞ 
E ﾘｰｸﾞ 本郷 θ ３－３(2-1,1-2) 関東一（14：00／小林靖武・修徳／大塚健太＆高橋宏志） 
      得点者…本郷 θ：宮崎達也、佐藤允一、田中直貴 

関東一：オウンゴール、末藪大輔、香山彰利 
E ﾘｰｸﾞ 修徳 A ３－２（2-2,1-0) 修徳 B（15：30／波多野覚弥・本郷／久松貴一＆吾郷友紀） 

得点者…修徳 A：斉藤匡礼(2)、岡田紘季 
    修徳 B：久保一貴、佐藤領 

＜学習院高等科 G＞ 
E ﾘｰｸﾞ 都江北 １－０（0-0,1-0） 都城東（14：00／本間匠・かえつ／小島将太＆早川英幸） 

   得点者…都江北：新井翔太 
E ﾘｰｸﾞ 学習院 １－１（0-1,1-0） かえつ有明（15：40／安藤亮一・城東／吉田陸矢、山田和也） 
      得点者…学習院：藤井悠也 

      かえつ：荒井敬介 
 
◆DUO リーグ 
☆5 月 6 日（水）＜本郷高校Ｇ＞ 
2 部 UO 本郷 ONE １－６（1-3,0-3) 巣鴨（14：00／早川幸治・豊島学院教諭：5・5） 
      得点者…本郷 ONE：松永智 
           巣鴨：川上兼堂、中川主税、西慶三、上和野翔太、松永浩亮、田地野将太 
2 部 UO 豊島学院 B ０－３（0-0,0-3) 都向丘（15：30／佐藤允一・本郷 3 年：5・4） 
      得点者…都向丘：吉原俊行(3) 
☆5 月 9 日（土）＜都小石川高校Ｇ＞ 
1 部 都小石川 ２－４（0-1,2-3) 足立学園 A（16：00／長山拓郎・小石川教諭：5・5） 
      得点者…都小石川：小林勇祐、松木翔彦 
          足立学園 A：石川優真(2)、新井俊亮、栗城諒一 
 ☆5 月 17 日（日） ＜大宮健保 G（主催：FC 西巣鴨 03）＞ 
2 部 DU FC 西巣鴨 03 ３－０(1-0,2-0) 獨協（16：00／神宮寺親治・獨協教諭：5・4／新井・松倉） 

得点者…FC 西巣鴨 03：安田邑太(2)、宮沢俊 
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☆5 月 24 日（日）＜筑波大附高Ｇ（主催：筑波大附）＞ 
1 部ﾘｰｸﾞ 都文京 ５－２（2-1,3-1） 足立学園 A（9：45／堀田智顕･筑波 3 年：3・3／端崎＆及川） 

得点者…都文京：柁原悟(3)、白鳥雄平(2) 
    足立学園 A：石川優真、山本拓也 

1 部ﾘｰｸﾞ 筑波大附 ５－２（3-1,2-1） 日大豊山（11：25／新妻久美･文京教諭：5・5／小嶋＆大坪） 
得点者…筑波大附：八田良樹、中塚亮太(2)、三井譲、中島聡 
    日大豊山 UNO：田中浩太 丸山湧人 

☆5 月 30 日（土）＜江北橋右岸Ｇ（主催：淑徳巣鴨）＞ 
2 部 UO 淑徳巣鴨 A ４－０（0-0,4-0） 城西（16：00／嶋野雅春・城西教諭：5・5／増田＆柳下） 

得点者…淑徳巣鴨 A：安井隼人(2)、加藤達真、オウンゴール 
☆5 月 31 日（日）＜筑波大附高Ｇ（主催：筑波大附）＞ 
1 部ﾘｰｸﾞ 筑波大附 ２－１（1-0,1-0） 郁文館（9：30／庄田充宏･筑波 2 年：3・3／中塚・橋本他） 

得点者…筑波大附：中山達矢、白松昌起 
    郁文館 ：伊藤渉 

 

技術部より：2009 年度の DUO リーグ選抜活動について 

 ここ数年停滞気味の標記活動について、技術部から各クラブ代表者宛に、メーリングリストで、今

後の方向性についての「提案」がありました。「提案に対する意見」はチェアマンからの 1 件のみでし

たが、5 月 31 日にチェアマンと DUO 選抜担当者の打ち合わせ時点では、「6 月中に競技力向上を目的

とした DUO 選抜の活動を、都立小石川高校のナイターで実施。7 月 19 日の DUO リーグ・イベント

デーでは、会場の筑波大附 G にて、DUO 選抜と交流戦の両方を行うべく準備を進めている」とのこ

とでした。近日中に技術部から具体的な案内があると思いますので、ご協力ください。 
以下は ML でのやり取りです。 

 
１．技術部からの提案（2009.5.18.：技術部 DUO リーグ選抜担当・井上豪） 

2009 年度 DUO リーグ選抜を実施するにあたり次のように進めていきたいと考えております。 
本年度は強化を目的として活動し、高校 1 年生に関しては地区選抜選考とうまくリンクできるよう

にと思っております。年間を通じ月に最低でも 1 回実施する。対象者として U-17（15～20 名程度）、

U-16（15～20 名程度）の選考を行い決定していく。選抜者は月に 1 回小石川高校グラウンドにて 19：
00～21：00 でトレーニング、U-17 対 U-16 のトレーニングマッチなどを実施し、強化していく。DUO
デーに対外試合を実施することも考えている。U-16 に関しては地区選抜担当者と連携をとりうまくリ

ンクさせるようにする。 
詳細は追ってご連絡していきますが、以上のような内容で進めていきたいと考えておりますがいか

がでしょうか？ 
 
２．技術部からの提案に対する意見（2009.5.18.：チェアマン・中塚義実） 
 井上豪氏からの「DUO リーグ選抜」についてのメールに対するコメントです。 
 FA（サッカー協会）が取り組む「トレセン活動」、高体連の行事である「地区選抜活動」とうまく

連携を取りながら、競技力向上（強化）を意図して「DUO リーグ選抜」を行うことは必要でしょう。

しかしながら、強化に特化し、DUO リーガーが互いに交流しあう機会でもあった「DUO リーグ選抜」

の特性を放棄するのはあまりにも惜しいと思います。例えば DUO のイベントデーでうまく時間をや

りくりし、競技力向上を意図する文字通りの「DUO リーグ選抜」と、交流を目的とする「DUO リー

グ交流戦」をあわせて実施することは、早めに計画しておけば十分可能なのではないでしょうか。ち
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なみに 7 月 19 日（日）は 16：00 から DUO リーグ・アウォーズ、17：00 から DUO 会議を予定して

いますが、この日は朝から筑波大附属高校のグラウンドを、DUO のために確保しています。本年度ま

だ実施できていない「靴磨き講習会」もどこかでやりたいと考えています（7 月 19 日は有力候補）。 
 各クラブの（または個人的な）ご意見を、ざっくばらんに出していただければと思います。 
 

東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校より－ﾄﾚｰﾅｰ派遣の一時休止について 
標記の件について 5 月 28 日に、リゾスポの新しい担当者（藤原さん）からチェアマン宛に、DUO

リーグ通信掲載用として以下のメールが届きました。ご確認ください。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日頃、実習生の受入れにつきまして多々ご尽力いただきましてありがとうございます。 
昨年度まで DUO リーグ加盟校にて、本校スポーツトレーナー科の実習生の受入れをして頂いてお

りましたが、希望する実習生が減った為、今までのように実習を継続させることが出来なくなってい

ます。つきまして、今年度より実習生の参加を一時中止させて頂き、再開目処が経ちましたら改めて

お願いいたしたく存じます。 
なお、本校では引き続きトレーナー育成に力を注いで参りますので、各加盟校での実習ではなく、

施設利用、講習会、定期的な情報の発信（Sports For Life）などを行い、DUO リーグにおける競技力

向上、ケガのない安全な環境作りの一助を担えればと考えています。 
今後のＤＵＯリーグの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 
東京リゾート＆スポーツ専門学校 藤原信一 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-31-2 
TEL：03-5391-3386  FAX：03-3987-3383 
http://www.sanko.ac.jp/tokyo-sports/ 

 

Skin Projectの履き古しシューズがない!! 
2008 年度の「DUO リーグのトロフィーがない！」プロジェクトは、2009 年度には「スキンプロジ

ェクト」へと進化を遂げ、金沢や大阪に広がろうとしているということは、DUO リーグのプログラム

等で紹介済みです（オリンピック招致活動のアート部門の件は、間にたっていた会社が倒産したため

保留になってしまいました）。当初から「靴磨き・解体講習会」は本年度も継続開催の予定でしたが、

そのチャンスが、「新型インフルエンザ」のおかげで「緊急募集！」の形で到来しました。 
 ということで、クツ創家の佐藤いちろう氏（DUO リーグのトロフィー作者）からのメールを 5 月

23 日付で DUO クラブ代表者宛てに ML で送信したところ、5 月 31 日に学習院高等科で、本年度第 1
回の靴磨き・解体講習会が実現しました。7 月 5 日には筑波大学附属高校でも開催予定です。 

できるだけ多くのクラブで開催し、スキン・プロジェクトを盛り上げていきましょう！ 
以下、5 月 23 日に、DUO クラブ代表宛てに送信したメールです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
DUO リーグの皆様へ 

緊急！「靴磨き、解体講習のお知らせ」～Skin Project の履き古しシューズがない！！～ 
クツ創家の佐藤です。今年度のカレンダーにも掲げてある「Skin Project」から緊急のお知らせで

す。 
今年大阪で開催されるイベント「水都大阪 2009」に「Skin Project」が参加するのですが、大阪の

地域リーグと靴磨き解体講座を実施し、履き古したスパイクを回収しようとしていました。ですが、

新インフルエンザの影響で実施が困難になりました。そこで緊急に DUO リーグの方々にお願いにし

http://www.sanko.ac.jp/tokyo-sports/
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ようというわけです。 
勿論、今年度も DUO リーグとの靴磨き、解体講座を実施したいと考えていましたこの際行いたい

と思います。靴磨きだけでもよいし、靴解体だけでも大丈夫です。それに、履き古したスパイクを提

供していただきたいので、提供のみでもお願いしたいと思います。 
前年度と同様に、試合に赴き実施と考えていますが、練習の日でも日程が合えば可能です。是非と

もよろしくお願い致します。 
＜靴磨き、解体講習で各自持ってくる物＞ 

履き古しのスパイクシューズ、靴クリーム、ブラシ、ウエス、新聞紙、カッター、はさみ 
＜実施が可能な日＞ 

5/23（土）、5/30（土）、5/31（日）、6/13（土）、6/14（日）、6/20（土）、6/21（日） 
靴郎堂本店 代表 

クツ創家／靴アーティスト 佐藤いちろう 
 

サロン2002月例会案内－KOSUGE1-16の取り組み 
中塚チェアマンが理事長を務めるスポーツ文化研究会「サロン2002」では、毎月さまざまなテーマ

で月例会を開いています。6月は、DUOリーグのロゴの作者であり、「トロフィーがない！プロジェク

ト」や「スキン・プロジェクト」におけるアーティスト兼プロデューサー(?)、KOUSIGE1-16の土谷享

さんが、「スポーツとアート」に関する様々な取り組みを紹介されます。DUOリーグとも関係の深い

内容ですし、筑波大学附属高校で開催しますので、興味ある方は中塚までご連絡ください。 
なお、金沢21世紀美術館で開かれたセミナー「タッグパートナーとしてのスポーツとアート」の内

容が、サロン2002のHP<http://www.salon2002.net>で公開されています。「DUOリーグのトロフィーがな

い！」プロジェクトの紹介もありますので、どうぞご覧ください。 
記 

【日 時】2009年6月12日（金）19：00～21：00 
【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） 
【テーマ】タッグパートナーとしてのスポーツとアート②－KOSUGE1-16の取り組み（仮題） 
【報告者】土谷享（KOSUGE1-16） 
【概 要】（文責・中塚義実） 

サロン2002、DUOリーグのロゴ製作者でもある現代アーティスト、土谷享さん（KOSUGE1-16）の

作品には、スポーツを題材とするものが多くみられる。未知のスポーツ？「Ｘ」の開発をミッション

とする「スポ研」（2004～）、北海道帯広市の小学校でアイススケートを子どもたちから学ぶ逆スクー

ル「小菅スケートスクール」（2005）、巨大サッカーゲーム「AC-４号」プロジェクト（2005～）、身長

180センチの巨大紙相撲大会「どんどこ！巨大紙相撲」（2006～）、自転車競技をモチーフにした「サ

イクロドロームゲームDX」（2008年に岡本太郎賞を受賞）、「DUOリーグのトロフィーがない！プロジ

ェクト」（2008）。そしていま、クツ創家の佐藤いちろう氏とともに取り組む「スキンプロジェクト」

は、「水都大阪2009」で展開されようとしている…。 
こうした活動を一気にご紹介いただき、「遊び」について考えたいと思います。 
土谷氏のコメントです。 
「スポーツとアートのどちらのジャンルにも共通して言える事は、輸入された文化であるというこ

と。そして近年は地域化に夢中になり始めていること。スポーツはルールのあるゲームで、アートは

ルールを創るゲームですが、いずれも「遊び」としての妙がふんだんに含まれています」 
※参考：KOSUGE1-16 オフィシャルサイト http://homepage.mac.com/kosuge1_16/ 

以上 

http://homepage.mac.com/kosuge1_16/
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2009.5.31.

都城東 修徳A 関東一 学習院 本郷θ かえつ有明 都江北A 修徳B 勝点 差

都城東 ○４－０ ●０－２ ●０－１ ●１－６ 3 -4

修徳A ○11－０ ○５－０ ●１－３ ○３－２ 9 15

関東一 △３－３ ○４－３ ●０－２ ●２－３ 4 -2

学習院 ○２－１ △１－１ ●０－１ ●２－４ 4 -2

本郷θ ●０－４ ●０－11 △３－３ ●１－２ 1 -16

かえつ有明 ○２－０ ●０－５ ●３－４ △１－１ 4 -4

都江北A ○１－０ ○３－１ ○２－０ ○１－０ 12 6

修徳B ○６－１ ●２－３ ○３－２ ○４－２ 9 7

2009.5.31.

都足立 足立学園A 筑波大附 都豊島 京　華 都小石川 都文京 日大豊山 郁文館 駒　込 勝点 得失差

都足立 ●２－４ △３－３ 1 -2

足立学園A ●２－３ ●１－３ △０－０ ○４－２ ●２－５ △２－２ 5 -4

筑波大附 ○３－２ ●１－３ ○４－１ ○５－２ ○２－１ ○２－１ 15 7

都豊島 ○４－２ ○３－１ ○３－１ ○４－３ 12 7

京　華 △３－３ △０－０ ○６－０ ○２－１ ○３－０ 11 10

都小石川 ●２－４ ●０－６ ○６－１ ●３－６ ○４－３ 6 -5

都文京 ○５－２ ●１－４ ●３－４ ○３－０ ●０－２ 6 0

日大豊山UNO ●２－５ ●１－６ ●０－３ ●１－２ ●３－６ 0 -15

郁文館 △２－２ ●１－２ ●１－２ ○６－３ ○２－１ ○４－０ 10 6

駒　込 ●１－２ ●０－３ ●３－４ ○２－０ ○６－３ ●０－４ 6 -4

2009.5.31.

豊島学院A FC西巣鴨03 昭和一 都江北B 獨　協 淑徳巣鴨B 豊　南 勝点 差

豊島学院A ○５－０ ○８－０ 6 13

FC西巣鴨03 ●０－５ ○３－０ ○３－１ ●１－３ 6 -2

昭和一 △０－０ 1 0

都江北B △２－２ 1 0

獨　協 ●０－３ △２－２ ○６－１ ○３－２ 7 3

淑徳巣鴨B ●０－８ ●１－３ △０－０ ●１－６ 1 -15

豊　南 ○３－１ ●２－３ 3 1

2009.5.31.

巣　鴨 城　西 立教池袋 淑徳巣鴨A 本郷ONE 豊島学院B 都向丘 勝点 差

巣　鴨 △１－１ ○２－１ ○６－１ ○４－０ 10 10

城　西 △１－１ ●０－４ ○９－１ 4 4

立教池袋 ●１－２ ●０－５ ○２－１ 3 -5

淑徳巣鴨A ○４－０ ○５－０ ●０－１ ○６－２ 9 12

本郷ONE ●１－６ ●１－９ ●２－４ ●０－１ 0 -16

豊島学院B ●１－２ ○１－０ ○４－２ ●０－３ 6 -1

都向丘 ●０－４ ●２－６ ○１－０ ○３－０ 6 -4

　　2009年度前期（第7回）　Ｅリーグ　星取表　

２部ＤＵリーグ

２部ＵＯリーグ

平成21(2009)年度前期 　第27回ＤＵＯリーグ

　　　(DUOリーグとリバーサイドリーグによる上位リーグ）

2009年度前期（第27回）　DUOリーグ　星取表
１部リーグ

 


