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チェアマンより：梶山さん、見守っていてください
8 月 27 日の夕刻、都立文京高校の松田先生から、
「サッカー部顧問の梶山先生が亡くなられた」と
の電話が入りました。突然のことだったのでにわかには信じられませんでしたが、海外旅行先で 8 月
25 日に急逝されたとのこと。8 月 12 日の 1 部リーグ日程編成会議でお会いしたのが最後になってし
まうとは…。
9 月 1 日の通夜には多くの方が集まりました。サッカー部顧問として生徒と向き合い、審判部や管
理部長として DUO リーグ運営に大いに貢献された梶山さんは、職場では日本史を担当し、2 年生の
担任・学年主任として、とても大きな存在でした。通夜で言葉を交わしたある先生からは、梶山さん
、、、
がかつては教職員組合のリーダーとして力を発揮されていたことや、いまでも日本史の研究者として
期待されていたことを語ってくださいました。
同世代の仲間の死はショックですし、残念でなりません。心よりお悔やみ申し上げます。
都立文京高校が DUO リーグに加盟したのは 2003 年度の後期。ちょうど東京都全域で、地区から
トップまでを包み込んだ U-18 リーグ創設の準備をしていたころです。DUO リーグは高体連の第 2
地区を母体とする、サッカー協会公認リーグとなるはずでした。
ところが教育委員会との調整が不調に終わり、2004 年度からの公認リーグ化は見送られます。サッ
カー協会主導によるユースリーグが整備されたいまでも、当時の課題は克服されていません。整理す
ると次のようなことです。
１）ユースリーグの試合に教員が引率する根拠（教員の過重負担にならないか）
２）ユースリーグで学校の施設を使用する根拠（サッカー部ばかり使うのは不公平）
３）ユースリーグに生徒が参加する根拠（学校教育活動として過重負担にならないか）
ユースリーグ構想の「言い出しっぺ」として、私自身は全国の指導者や協会関係者、スポーツ法学
会などの学会関係者や高体連のしかるべき方々と、さまざまな角度から意見交換を続けていますが、
まだこれといった落としどころは見いだせません。新たな制度を導入しても、現場の意識が変わらな
くては前に進むことはできません。いまの DUO リーグにみられる諸問題の根源は、このようなとこ
ろにあるように感じます。
後期リーグ期間中も引き続き、「DUO リーグ将来構想委員会」を設け、議論を続けます。現行の前
後期制を維持するのか、それとも 1 シーズン制にするのか。マッチデーをどうとらえるか。フットサ
ルの U-18 リーグや全国プレ大会が始まる中、サッカーとフットサルのシーズンをどうとらえるか。
文化としてのサッカーを、どのような活動を通して高校生に伝え、他の地域、他のスポーツ、他の分
野に広げていくか…。
DUO リーグ管理部長であった梶山さんには、これらの議論の中心にいてもらうはずでした。現場
を知り、かつ全体を俯瞰する眼をお持ちの方です。
「梶山さんはどう考えますか？」
。聞いてみたいこ
とはたくさんあります。
梶山さん、見守っていてください。皆で知恵を出し合い、必ず良い方向に導きます。
2012（平成 24）年 9 月
ＤＵＯリーグ・チェアマン

中塚義実
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ＤＵＯリーグ会議報告
【日

時】

2012（平成 24）年 7 月 15 日（日）

【場

所】

筑波大学附属高校会議室

17：00～19：00

＜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。）＞
◆各リーグ会計資料について、訂正版を 7 月中に再度提出
◆1 部チャンピオンシップの結果
1 位：郁文館 A
2 位：京華
1 部リーグ MVP：河田直也
1 部リーグ得点王

DU：榎本将人（郁文館 A）13 点

UO：兼子朋也（筑波大附 A）8 点

◆2 部チャンピオンシップの結果
1 位：筑波大附 B
2 位：日大豊山 A
3 位：都江北 B
2 部リーグ MVP：後日報告
2 部リーグ得点王

→

鎌田丈博（筑波大附 B）に決定（7/21 付で ML にて連絡）

D：安田邑太（FC 西巣鴨 03）5 点、宮武雄大（都江北 B）5 点
U：早田涼（日大豊山 A）6 点

O：髙橋リオ（豊南）5 点

◆優秀審判賞
中原綾介（巣鴨）
◆特別賞
なし
◆1 部リーグの日程会議について
日時：8 月 12 日(日)

18:00～

場所：駒込高校
◆1 部リーグの日程会議について
日時：8 月 16 日(木)

18:00～

場所：駒込高校
◆プログラム原稿締め切り 8 月 21 日(火)
◆講習会について
・ストレッチ、テーピング講習会は 12 月開催予定
・栄養講習会は 2 月に開催予定
・靴磨き習会は 12 月と 3 月に開催予定
◆第 1 回将来構想委員会について
・謝礼について DUO リーグの業務で動いてもらった場合、半日 3000 円、1 日 5000 円を負担
・DUO リーグ以外からの派遣については、2000 円の交通費を支給
・遠隔地(関東エリアの外)を異動する場合、会議で承認されれば DUO リーグが実費を負担
・
「各クラブの現状を全クラブが同じ“温度”で認識」
「DUO リーグの歴史と現像を全クラブが同じ“温
度”で認識」
「DUO リーグの周辺状況を、全クラブが同じ“温度”で認識」
◆第 2 回将来構想委員会について
・DUO リーグの収支構造の見直しについてシミュレーションをし、選手登録料は現状の 800 円から
500 円に引き下げても、リーグ運営に支障がないとの結果になった。
・DUO リーガー(高校生)への情報配信ルートの確立について、まずはホームページを魅力ある形にし
ていく取り組みから始めることとなった。
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◆1 シーズン制について支持する声が多いため、1 シーズン制のシミュレーションを作成し、将来構想
委員会で話を進めていくこととなった。
◆次期チェアマンについて、選任は理事会に一任する形となった。

前期チャンピオンシップの結果
☆7 月 15 日（日）＜筑波大附属高校Ｇ（主催：筑波大附）＞
2 部チャンピオンシップ第 1 戦 筑波大附 B 1－1（0-0,1-1) PK6-5 日大豊山 A
（9:00／蓑輪周史：都江北顧問：5・5／清水衛、清水直輝（都江北 2 年））
得点者…筑波大附 B：鎌田丈博
日大豊山 A：遊佐幸司
2 部チャンピオンシップ第 2 戦 都江北 B 0－0（0-0,0-0) PK5-4 筑波大附 B
（10:05／亀井聡：日大豊山顧問：5・4／鶴田万葉、黒川海人（日大豊山 1 年））
2 部チャンピオンシップ第 3 戦 日大豊山 A 0－0（0-0,0-0) PK5-3 都江北 B
（11:10／石橋裕貴：筑波大附 OB：5・4／林絋之介、黒川海人（日大豊山 1 年）
）
1 部チャンピオンシップ 郁文館 A 3－0（3-0,0-0) 京華
（12:15／嶋野雅春：城西教諭：?・?／林絋之介、佐藤悠介（筑波大附 3 年））
得点者…郁文館 A：河田拓也、林卓人、オウンゴール

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。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＞
○結果記録用紙に記録を記入してください。
＜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）
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＜参考：2012 年度後期各リーグ役割分担＞
１部プレミ ア リ ーグ

１部プリ ンスリ ーグ

２部Ｄリ ーグ

２部Ｕリ ーグ

２部Ｏリ ーグ

責任者

宮坂（駒込）

永井（昭和一）

丹羽（都豊島B）

石原（淑徳巣鴨A）

中川（城西）

副責任者

中塚（筑波大附）

中塚（筑波大附B）

清水（駒込B）

北爪（豊島学院C）

早川（豊島学院B）

会計

井上（郁文館）

伊藤（足立学園B）

伊藤（足立学園C）

都丸（R.本郷）

林（豊南）

記録・ 集計

松田(都文京)

中野（都荒川商業）

神宮司（獨協）

馬場（巣鴨A）

早川（豊島学院B）

競技

小島（豊島学院A）

北洞（都向丘）

安藤（都足立B）

岸（FC西巣鴨03）

山中（巣鴨B）

審判

蓑輪（都江北A）

加藤（中大高）

橋本（立教池袋）

蓑輪（都江北C）

蓑輪（都江北B）

小金丸（京華）

箕田（都竹早）

志村（郁文館B）

亀井（日大豊山B）

稲垣（文中選）

長山（都小石川）

亀井（日大豊山）

技術

石原（淑徳巣鴨B）
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