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2010.3.3.（岸卓巨） 

2010ＤＵＯリーグ通信 No.1（前期 No.１） 
 いよいよ 2010 年度のＤＵＯリーグが開幕します。ＤＵＯ通信も今回より 2010 年度号として発行し

ます。今回の通信では、先日行われましたＤＵＯリーグ会議の内容を中心にお知らせします。それぞ

れのリーグ、それぞれの部門でのご自身の役割を再度ご確認ください。詳細は、「2010 年度前期ＤＵ

Ｏリーグ会議議事録」をご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

ＤＵＯリーグ会議報告 
【日 時】 2010（平成 22）年 2 月 21 日（日） 17：00～19：40 
【場 所】 筑波大学附属高校会議室 
 
【今後の動き（2010 年度ＤＵＯリーグ開幕まで）】 
○全クラブ対象 
・ＤＵＯリーグパンフレット原稿締め切り：３月１３日（土）（宛先：淑徳巣鴨高校室橋先生） 
・リーグごとの日程決め日時 

Ｅリーグ：2 月 25 日（木）18:00～ 筑波大附属高校 
1 部リーグ：2 月 21 日（日）DUO リーグ会議終了後 
2 部リーグ：2 月 28 日（日）17:00～ 文京高校 

 ※2010.3.1 現在全日程終了しました。 
  ＤＵＯ2 部リーグの方は、Ｄ・Ｕ・Ｏ各リーグの試合スケジュールと役割分担をメーリングリス

トでご報告ください。 
・３月１４日（日）審判講習会：参加クラブは必ずチームで２本フラッグを持参してください 

運営スタッフ募集中（希望者は城西高校嶋野先生まで） 
・３月１４日（日）選抜交流会 → 要返信 

 
・３月２０日（土）ライオンズクラブ主催青少年サッカー大会審判募集 
         詳細については、後日中塚チェアマンから連絡があります。 
 

2010.2.26（小石川高校長山先生より） 
先日はＤＵＯ会議お疲れさまでした。３月１４日（日）審判講習会の裏でＤＵＯ選抜交流会を行い

ます。卒業試合や遠征など忙しい時期とは思いますが選手の派遣にご協力をお願い致します。 
参加可否を３月７日（日）までに、メーリングリストまたは長山まで直接ご連絡下さい。 
  
３月１４日（土） 
１３：３０集合・受付 
１４：００頃から試合（ミニゲームか大ゲームかは人数次第） 
１６：３０終了予定 
※この日は、１２：３０～１４：００まで中学１年～中学３年の文京区選抜交流会を行っています。 
また、午後は審判講習会の実技練習もありますので出来るだけ多くの指導者・コーチの方のご協力

をお願い致します。 
  
ＤＵＯ選抜交流会 
（          ）高校 
高１   名、高２   名、中３   名 
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○経理部対象（豊南高校・向丘高校・足立学園） 
「2010 年度前期ＤＵＯリーグ会議議事録」を参照しながら、ＤＵＯリーグの新たな会計システムの原

案を作成し、メーリングリストで回覧してください。 
＜参考＞ ＤＵＯリーグ会議で話し合われた新たな会計システムに関する主な意見 
・決算報告は、それを見ることによってＤＵＯリーグがどのような事業を行っているかが分かるよう

なものにする。 
・各事業の人件費については支払わずに、実際にかかった交通費や備品代などを領収書と引き換えに

経理の方からいただく様な形がスマート。 
・審判代は、後日主審を担当したクラブにまとめて支払う。 
・リーグとして今後もスキンプロジェクトを推し進めていくとともに事務局機能を強化する。 
 
○規律部対象（豊島学院・京華） 
下記の試合での 1 発退場について、事実関係を調査の上、処分内容原案を作成してください。 
 

☆12 月 27 日（日）＜都立小石川高校グラウンド＞ 

2 部Ｄリーグ 都小石川 ３－１（2-0,1-1）豊南 

（16:00／豊川庸徳・豊南：4・4／小坂・村上） 

得点者…都小石川：今枝優斗、本橋銀太、上田康貴 豊南：田原章裕 

 退場…杉本慎太郎（ラフ） 

 

【確認事項】 
○2010 年度前期の入退会クラブはなし。 
○事務局長を田村氏より岸卓巨に変更。 
○荒川商業高校が地域活動推進部足立区担当に就任。 
○ＤＵＯリーグ保険について、申請する際は丸山先生がメーリングリストに送ってくださった用紙 

（2010.2.22 付けメール添付）を使用して、各クラブから直接保険会社に申請してください。 
○ＤＵＯリーグプログラムついて、各クラブに届く日の目安を事前に広報部からお知らせしますので、 
 もし届かない場合は、お早目に広報部まで連絡ください。 
○東京リゾート＆スポーツ専門学校スタジオ及びマシンルームを利用したい場合は、リゾ＆スポ藤原

氏までご連絡ください。生徒 2 人以上の場合、顧問の先生を通さなくてもＤＵＯリーガーであるこ

とを伝えることによって利用可能です。 
 利用可能時間：9 時～17 時（春休み中） 夕方～19 時くらい（4 月 2 週目以降） 
○６月１２日（土）Ｂビレッジイベントデ―開催 

詳細については、後日昭和第一高校永井先生より連絡があります。 
 
＜ＤＵＯリーグ・アウォーズ＞ 
前回の会議以降に決定した表彰者は次の３名。 
１部リーグＭＶＰ：伊澤伸哉（都豊島Ａ） 
２部リーグＭＶＰ：神殿尚明（都小石川） 
優秀審判賞：久松貴一（本郷） 
 
＜ホームページリニューアル＞ 
・各リーグの記録集計担当者は、excel にて「得点ランキング」「警告退場記録」「審判記録」を作成

するとともに、ホームページ上で「星取表兼順位表」を更新する。 
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・試合結果は従来通り各会場の担当者がメーリングリストに送る。 
・選抜交流会等の情報がホームページで分かるように「インフォメーションコーナー」を設ける。 
・「開幕挨拶」のページを設ける。 
 
＜スキンプロジェクト＞ 
決算報告と今後のプロジェクトの方向性については、「2010 年度前期ＤＵＯリーグ会議議事録」参照 
・前優勝校はアウォーズ 1 週間前までに必ず KOSUGE1-16 のスタジオまでトロフィーを着払いで送っ

てください 
・1 部優勝校は 1 週間前までにエンブレムの清刷りの画像データをメールもしくは郵送でお送りくだ

さい。解像度（300dpi、5cm×5cm 程度）のもの。 
 

Ｅリーグの今後について 
ＤＵＯリーグ会議の場にて、玉生事業部長より 2011 年度より各地区リーグから地区トップリーグま

で繋がることに伴い、地区トップリーグに上がるために 1 地区、2 地区のみＥリーグを挟んでいると

いう現状を見直すために 4 つの案が出されました。 
①単純にＥリーグをなくす 
②他の地区にもＥリーグ同様のリーグを作ってもらう 
③Ｅリーグを発展させて東西リーグを作る 
④地区トップリーグを東西化する 

この中で、会議の場では現実的な①と③に絞って多数決を行いました。 
①単純にＥリーグをなくす：２２票 
③Ｅリーグを発展させて東西リーグを作る：３票 
白票：２票 

以下は、この結果を持って地区トップリーグ代表者会議に臨まれた玉生先生からの報告です。 
2010.2.26 （玉生事業部長より） 
DUO リーグ関係者のみなさまへ 
地区リーグ代表者会議において E リーグについての話し合いをいたしました。 
DUO リーグでの討議内容と結果を説明し、RS もそれを受け入れる準備はできているということで 
した。つきましては地区リーグ代表者会議において 2010 年度をもって E リーグを廃止し、2011 年 
からはどの地区も各地区リーグから地区トップリーグに昇格するということで揃えると承認、決定 
いたしましたのでご報告いたします。 
ただ、地区リーグ代表者会としてはこれでリーグ構造が出来上がったではなく、東西リーグの導入 
なども含めて検討していきたいと思っております。 
 
2010 年度後期 E リーグ終了時の昇降格です。 
・地区トップリーグへの昇格は後期 E リーグの上位 2 チーム（現行通り） 
・後期 E リーグ 3 位以下のチームは各地区リーグに吸収 
・地区トップリーグから降格チームがあれば地区リーグに降格する 
・後期 DUO、RS1 部優勝チームは上位リーグへの昇格はない 

ということで考えておりますので、そのことを承知のうえで 2010 年度のリーグ戦に臨んでほしい

と思います。 
 
事業部長 玉生 
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＜2010 年度前期リーグ構成＞ 

チーム名 昨年度 チーム名 昨年度

1 都足立 Ｅ６ 1 江戸川 地区Ａ８

2 豊島学院Ａ 残留 2 葛飾野 地区Ｂ８

3 筑波大附属 残留 3 修徳Ｂ 残留

4 学習院 残留 4 修徳Ａ 残留

5 郁文館 残留 5 城東Ａ 残留

6 都小石川 Ｄ１ 6 関東一Ａ Ｒ１

7 足立学園 Ｏ１ 7 都豊島Ａ DUO１部１

8 駒込 Ｕ１ 8 本郷Θ DUO1部2

チーム名 昨年度 チーム名 昨年度 チーム名 昨年度

1 京　華 １部7 1 淑徳巣鴨A １部8 1 都荒川商 D2

2 都豊島B U3 2 都江北C O2 2 FC西巣鴨０３ U2

3 立教池袋 D3 3 都向丘 O3 3 昭和一 O4

4 都竹早 U5 4 巣　鴨 D4 4 都文京A U4

5 獨　協 O5 5 文京中選 D5 5 日大豊山 O6

6 豊島学院C D7 6 豊　南 D6 6 豊島学院B U6

7 都江北B D8 7 都文京B O8 7 淑徳巣鴨B U7

8 郁文館B 新規 8 駒込B 新規 8 城　西 U8

Dリーグ Uリーグ Oリーグ

１部リーグ Ｅリーグ

 
 

 


