
2011ＤＵＯリーグ通信         HP: http://www.duoleague.com/ 事務局アドレス: duoleague.office@gmail.com 
2011.3.28.（三ツ矢・岸） 

2011ＤＵＯリーグ通信 No.1（前期 No.1） 
 平成 23 年 3 月 11 日、国内観測史上最大規模の東北地方太平洋沖地震が発生いたしました。この

地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆さまには、心

よりお見舞い申し上げます。 

チェアマンより：震災後の DUO リーグの対応について 
3 月 11 日にはじまる大災害の影響が各地に広がっています。DUO クラブも、春休み中の活動に制限が

なされ、予定されていた試合ができない事態がいくつも発生しています。 

 3 点、確認とお願いです。 

◆プログラム原稿について 

当初は締め切りを 3 月 19 日（土）としていましたが、このような状況のもとですので、締切を 3

月末日まで延長します。（3/14 メールと同じ） 

◆DUO リーグの試合について 

試合そのものについては、できるところから始めてもらってかまいませんが、無理のないよう、く

れぐれも安全面には気を付けて実施してください。よろしくお願いいたします（3/14 メールと同

じ）。 

（以下は追加） 

試合が行えなくなった場合は、相手チーム、審判担当クラブ、会場主催クラブに直接ご連絡いただ

くとともに、すみやかに ML に投稿し、全体で共有できるようにしてください。 

◆各クラブの状況について（調査依頼） 

 現時点で、各クラブの状況がどうなっているのかを把握したいと思います。 

 以下の様式に沿って、ML に投稿してもらえないでしょうか？ 

 １）クラブ名 … 筑波大附 

２）春休み中の生徒の登校と部活動の扱い（学校の判断） … 原則として登校禁止。ただし、「ク

ラブ活動や委員会活動をどうしても行う場合は、保護者の承認をとった上で、活動日に顧問（でき

るだけ複数）が付き添っていることを条件に認める」 

３）春休み中のサッカー部の活動 … 3 月中の活動は休止。4 月 1 日より活動開始。 

４）DUO の試合消化についての見通し … 予定通り 4 月から可能 

５）備考（何かあれば）…4 月 3 日(日)に本校グラウンドにて、現役・卒業生を含めた「チャリテ

ィーマッチ」を計画中                                            以上（文責：中塚義実） 

 

ＤＵＯリーグ会議報告 
【日 時】 2011（平成 23）年 2 月 27 日（日） 17：00～20：00 
【場 所】 筑波大学附属高校会議室 
＜DUO リーグ会議ダイジェスト（決定事項を中心に。詳細は HP 内議事録参照。）＞ 
◆新規加盟：中央大学高校  ・2 部 MVP：堀江人志（都立荒川商業高校） 
◆2011 年度のリーグ構成（図参照） 

・前期は 1 部、2 部ともに 8 チーム×2 リーグ、各リーグは 8 チームで構成する。 
・後期 1 部は上位と下位に分かれ、いずれも 8 チームで構成する。 
・後期下位リーグには、前期 2 部リーグの上位 2 チームが昇格する。前期 1 部リーグの下位 2 チー

ムは自動降格する。 

http://www.duoleague.com/
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プレミアリーグイースト（三菱養和）

Ｔリーグ（本郷・足立学園・都足立）

地区トップ（都豊島） １０月

ＤＵＯ

１部Ａリーグ １部Ｂリーグ
Ａ１位 Ｂ１位
Ａ２位 Ｂ２位
Ａ３位 Ｂ３位
Ａ４位 Ｂ４位
Ａ５位 Ｂ５位
Ａ６位 Ｂ６位
Ａ７位 Ｂ７位
Ａ８位 Ｂ８位

１部ＡＢ上位４チ
（Ａ１位対Ｂ１のチ
シップは行う）

１部ＡＢ４位～６位

２部ＤＵリーグ ２部ＵＯリーグ

ＤＵ１位 ＵＯ１位
ＤＵ２位 ＵＯ２位
ＤＵ３位 ＵＯ３位
ＤＵ４位 ＵＯ４位
ＤＵ５位 ＵＯ５位
ＤＵ６位 ＵＯ６位
ＤＵ７位 ＵＯ７位
ＤＵ８位 ＵＯ８位

2部DU・UO１位チー
（チャンピオンシップ

2部DU・UO２位～８
位チーム

＜７月１５日までに試合終了、１７日ＤＵＯ会議＞ ＜

・上位の「プレミアリーグ」と下位の「後期 1 部リーグ」を、広い意味で「1 部リーグ」とする。

後期 1 部優勝トロフィーは、プレミアリーグの優勝チームに渡す。 

◆実施要項 
・試合時間や参加資格などのレギュレーションについて、プレミアリーグは地区トップリーグにあ

わせた形で設定する。後期リーグ前（前期末）の DUO 会議にて決定する。 
 ・前期リーグの実施要項も、実態に合わせて記述を見直す。これについてはチェアマン預かり。 
◆リーグ期間 

・前期リーグの試合は 7 月 15 日まで。17 日に DUO リーグ会議 
・前期リーグの開始は、文書の上では 4 月 1 日であるが、例年通り 3 月末から実施してよい。 
・後期リーグの試合消化は年内ＯＫとする。 

◆同一クラブから複数チームが参加する場合 
・チーム名は、誰が見てもトップチームがどのリーグにいるか分かるものにする。 
・どのチームの試合結果かわかるよう、「○○A」「○○B」まで含めてチーム名を報告する。 

 ・移籍の考え方は従来通りだが、「上位リーグの試合に常時出場しているプレーヤーの出場は、原則

として認められない」という文言が実施要項に「補足」として加えられる。 
◆リバーサイド 1 部の選抜と DUO1 部の選抜で 7 月 17 日に試合を行う方向で調整する。 
◆「スキンプロジェクト」を「リサイクルプロジェクト」に改名し、各クラブが主体的に取り組める

よう、中身を見直す。前期末の DUO 会議にて回収袋を各チームに配布する。 
◆運営面 

・参加費、加盟費未納クラブは大至急支払うこと！ 
・運営組織の見直しを行う。 
・各リーグで試合日程と役割を決め、メーリングリストで流す。 
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リーグ戦を行うにあたって運営上のお願い 
リーグが新しく編成され、新たな役割を担われている方もいるかと思います。また、今期よりＤＵ

Ｏリーグの記録用紙が特に主催者の扱いについて変更になりました。事務局も新たなメンバーでスタ

ートしています。下記の内容をご確認の上、スムーズなリーグ運営を行っていきましょう。 
        ＤＵＯリーグホームページ http://www.duoleague.com/ 
＜試合前＞ 
・リーグ戦開始時のスケジュールから試合日程について変更があった場合は、必ずメーリングリスト

にてお知らせください。 
・未定であった試合の日程が確定した場合にもメーリングリストでお知らせください。 
＜試合終了後＞ 
○結果記録用紙に今期より会場費、費用負担クラブ、主催クラブの欄を設けました。 
※主催クラブとは、グラウンド確保、当日の試合運営、結果報告を行うクラブです。 
＜各会場の全試合終了後＞ 
○主催クラブは、その日の試合結果（記録用紙の全項目）をできるだけ速やかにＭＬに投稿してくだ

さい。 
①書式は次の通り 
 この作業は先シーズンと変わりません。 
☆○月○日（曜日）＜グラウンド名（主催クラブ名、会場費、費用負担クラブ）＞ 
リーグ名 チームＡ スコア(前後半) チームＢ（キックオフ時刻／主審氏名：所属：評価／副審氏名（所属））      

得点者…チーム名：得点者氏名 
       警告・退場…チーム名：警告・退場者氏名（理由） 
②各リーグの集計担当者 

ＤＵＯリーグ通信とともに事務局よりお送りする試合結果ファイル（excel版「得点ランキング」「警

告・退場リスト」「審判評価」）を更新し、随時メーリングリスト流してください。事務局にてホー

ムページにアップします。 
 併せて、ＤＵＯリーグホームページ試合結果更新システムよりホームページ内星取表兼順位表の更

新をお願いします。 （具体的な方法については、各リーグ集計担当者に直接連絡いたします） 
＜参考：2011 年度前期各リーグ役割分担＞ 

  １部ＤＵリーグ １部ＵＯリーグ ２部ＤＵリーグ ２部ＵＯリーグ 

責任者 玉山（江北Ａ） 宮坂（駒込） 本郷(獨協) 永井（昭和一） 

副責任者 橋本（立教池袋） 小金丸（京華）  山中（巣鴨） 林（豊南） 

会計 伊藤（足立学園） 玉生（学習院） 岸(FC 西巣鴨 03) 蓑田（都竹早） 

記録・集計 梶山（都文京） 玉山（江北） 嶋野（城西） 早川（豊島学院Ｃ） 

競技 安藤（都足立Ｂ） 末吉（向丘） 小島（豊島学院） 清水（駒込Ｂ） 

審判 井上（郁文館） 蓑輪（荒川商業） 室橋（淑徳巣鴨） 加藤（中大高） 

技術 
小島（豊島学院Ａ） 中塚（筑波大附） 井上（郁文館） 石原（淑徳巣鴨） 

亀井（日大豊山） 長山（小石川） 玉山（都江北） 丹羽（都豊島Ｂ） 

 


