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7 月 18 日（土）に行われた E リーグ参入戦、7 月 19 日（日）の 2 部リーグチャンピオンシップ、
および DUO リーグ選抜交流戦、アウォーズ、会議をもって、前期リーグはすべて終了しました。
前期の総括と、後期へ向けてのさまざまな情報を掲載します。
添付した DUO 会議議事録は後期リーグのプログラムにも掲載されますが、重要な情報が載ってい
ます。必ず目を通しておいてください。
後期 DUO リーグのスタッフ名簿も添付しました。取り扱いにはくれぐれもご注意ください。

三菱養和 SC が高円宮杯へ－DUO 会議より
三菱養和 SC は、今でこそ DUO リーグに参加するチームはありませんが、1996 年度に「高体連も
クラブユース連盟も関係なく、ユース年代のリーグ戦を地域ではじめよう！」と DUO リーグを立ち
上げた創設 6 クラブの一つです。レベル別のユースリーグが整備されたいまは、その頂点である「JFA
プリンスリーグ関東 1 部」に属し、結果を残しました。DUO 会議の議事録から抜粋します。

◆ユースリーグ構造の現状と上位リーグにおける DUO クラブの活躍
DUO リーグ～E リーグ～地区トップリーグと、底辺からボトムアップで東京都全域のリーグまで整
備されているが、残念ながら DUO クラブは、2 年連続で地区トップリーグにチームを輩出できていな
い（リバーサイドリーグに持っていかれている）。
トップレベルの方も、プリンスリーグ関東（1 部～2 部）～T リーグ（T1～T2～T3）とつながる FA
公認リーグが整備されており、DUO クラブは、三菱養和がプリンスリーグ関東 1 部に、足立学園と本
郷が T2 に参加している。
全国 9 地域で展開されているプリンスリーグの上位チームは、秋に開催される高円宮杯全日本ユー
ス（U-18）選手権大会への出場資格を得て、真のユース(U-18)王座を争うが、三菱養和 SC がプリンス
リーグ関東で準優勝の好成績を収めたため（優勝は FC 東京 U-18）
、高円宮杯への出場資格を得た。
また、7 月末から J ヴィレッジで行われる、クラブユース選手権大会へも出場する（拍手）。
【漆間】永井雄一郎（現清水エスパルス）が高校 3 年生のとき以来、13 年ぶりの全日本ユース出場で
す。前回出場したときはちょうど DUO リーグが始まったときで、中塚先生たちとリーグ立ち上げ
でいろいろ話をしながらはじめたのを思い出します。最近は DUO リーグには参加できていません
が、DUO リーグの代表として、頑張ってきます。

試合結果（7 月 18 日、19 日）
◆E リーグ参入戦
☆7月18日（土）＜葛飾商業高校Ｇ＞
都豊島（DUO1部2位） ０－１(0-0,0-1) 安田学園（RS1部2位）（18：00～）
得点者…安田学園：斉藤涼太
警 告…都豊島：野口裕暁（ラフプレー）
安田学園：牛丸敦司（ラフプレー）
主審：眞下拡（東京協会） ／ 副審：石塚正紀（葛飾総合）、三井耕（葛飾商業）
※この結果、安田学園のEリーグ昇格が決定、後期リーグの8チームは以下のようになりました。
修徳Ａ（前期E1位）
、都江北（前期E2位）
、修徳B（前期E3位）、かえつ有明（前期E4位）、都城東（前
期E5位）、都紅葉川（前期ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ1部1位）
、都足立（前期DUO1部1位）、安田学園（参入戦勝利）
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◆DUO リーグ 2 部チャンピオンシップ
☆7月19日（日）＜筑波大学附属高校Ｇ＞
淑徳巣鴨A（2部UO1位） ２－０（0-0,2-0） 豊島学院A（2部DU1位）（10：00～）
得点者…淑徳巣鴨 A：安井隼人、坪井渉
主審：中塚義実（筑附教諭）：5・5 ／ 副審：水間・平塚（筑波 1 年）

前期 DUO リーグ表彰
1 部優勝チーム
1 部 MVP
1 部得点王

…

…

2 部得点王…DU：中山景(豊島学院 A)14 点

都立足立高校

UO：安井隼人(淑徳巣鴨 A)8 点

海勢頭直也(都立足立)

…小岩謙一郎（都小石川）10 点

結城貴弘（城西）8 点
優秀審判賞注）：管 柾斗（本郷 2 年）

2 部優勝チーム…淑徳巣鴨 A
2 部 MVP…砂本達也（淑徳巣鴨 A）

注）今期は教員・指導者が主審をすることが多く、高校生審判の推薦が出なかった。その中で「副審
しかやっていないが、しっかりできた高校生がいる。対象となるか」との質問があり、
「副審のプロ
もいる。よいのではないか」
（チェアマン）と判断、当該クラブの指導者、プレーヤーの推薦意見を
参考に決定した。「副審」も表彰対象であることは前例となろうが、引き続き「主審」を育てる姿勢
が重要であることが確認された。（議事録より）

後期リーグの準備について
＜リーグ編成＞
◆Eリーグ（8チーム）

（

）はリバーサイドリーグ

（修徳A）
、都江北、
（修徳B）、
（かえつ有明）、（都城東）、
（都紅葉川）、都足立、（安田学園）
◆DUO1部（8チーム）
学習院、本郷θ、都豊島A、京華、筑波大附、郁文館、淑徳巣鴨A、豊島学院A
◆2部リーグ

Dリーグ

Oリーグ

Uリーグ

都小石川

1部6位

都文京A

1部7位

足立学園

1部8位

巣鴨A

UO2位

駒 込

1部10位

日大豊山

1部9位

豊 南

DU3位

城 西

UO3位

昭和一

DU2位

立教池袋

UO4位

FC西巣鴨03

DU4位

獨 協

DU5位

都江北B

DU6位

豊島学院B

UO6位

都向丘

UO5位

都荒川商

新規

淑徳巣鴨B

DU7位

本郷ONE

UO7位

豊島学院C

新規

都竹早

新規

都文京B

新規

文京区中学選抜

新規

都豊島B

新規

都江北C

新規

＜リーグ会議＞
◆Eリーグ代表者会議

8月18日（火）

19：00

都江北

◆DUOリーグ1部会議

8月13日（木）

18：00

学習院高等科

◆DUOリーグ2部会議

8月19日（水）

17：00

都文京

＜プログラム原稿＞
8月22日締切（9月1日発送）
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DUO リーグのホームページがリニューアル！
以前から準備を進めていたDUOリーグ・ホームページのリニューアルですが、下記のとおり実施の
運びとなりました。新しくなったホームページをぜひのぞいてみてください。
http://www.duoleague.com
2009.7.25.（中塚義実）
DUOクラブ代表および関係各位
7月24日より、DUOリーグのホームページがリニューアルされました。まだまだ未整備で未完ではあ
りますが、徐々にコンテンツを増やし、DUOリーグの理念や活動がよくわかるものにしていきたいと
思います。ご意見、ご感想をいただけると幸いです。よろしくお願いします。
なお、HPのリニューアルに際しては、関西を拠点にサッカー、フットサルのイベント開催、インタ
ーネットを用いた情報発信とコミュニティ構築などに取り組んでおられる株式会社シックスの本多克
己さんにお願いしました。本多さんは、中塚が理事長を務めるサロン2002のオフィシャルサイトの運
営もされています。
参考「株式会社シックスは、スポーツ、エンターテインメントを主なステージとし、インターネット
を中心とするメディアの活用、コミュニティの構築により、感動をつくり、育てていきます」
（㈱シックスHP<http://www.six6.jp/>より）

なお、最終的には、試合記録の集約・集計が HP 上ででき、より早く、正確に試合結果を把握でき
るようになるのですが、「試合結果の報告・集計の手順は、後期リーグについては前期通りとし、ホー
ムページの更新作業を本多さんに依頼する。本多さんは、ご自身で更新作業をされながら、より効率
的に結果の集約ができるような方法を探りたいとのこと。来年度より、DUO リーグ内で更新作業を担
うようにする。」
（DUO 会議議事録より）こととなりました。ご承知おきください。
注）
「サイトリニューアルにあたり、サーバー変更を行ったところ、メーリングリストが稼働しなくな
ってしまいました。メーリングリストについては、旧サーバー管理会社での管理であったため、十
分に把握できていないのですが、リニューアルの際に、仕様変更されてしまっているようです。別
サービスでの運用を検討し、来週には稼働の予定です」
（7月31日付、本多氏からのメールより）
以上
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