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2013ＤＵＯリーグ通信 No.7 
 DUO リーグ通信の発行が前回より滞っており大変申し訳ありません。

久しぶりの発行となる今回の DUO 通信では、現在各クラブで趣向を凝

らした大会が繰り広げられている後期イベントの趣旨および進捗状況、

経理関係でのお願いについて掲載いたします。 
ＤＵＯリーグホームページ：http://www.duoleague.com/ 
 

2013 年度の後期 DUO リーグは、フリーサイズ

フットボール 
 
 2013 年度の後期 DUO リーグでは、フリーサイズフットボールを行っ

ています。フリーサイズフットボールを始めた背景、流れなどについて、

DUO リーグ事業部長岩野先生（本郷高校）の文章を掲載いたします。ぜ

ひ、もう１度後期イベントの趣旨をご理解くださいますようお願いいた

します。 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
【後期イベント設置の背景】 
・DUO リーグは設立当初から前期（4～7 月）、後期（9～12 月）のリー

グ戦で構成されていたが、諸般の事情から「昇降格を伴うリーグ戦は前

期のみ」となり、「後期は単年度・リーグ内完結型のイベントを行う」こ

とになった。 
・後期リーグ期間は、上位リーグ（～10 月）、高体連の選手権予選（～

10 月）、新人戦（11～12 月）とサッカーの公式戦があり、これらとの「棲

み分け」や「スケジュール調整」が必要。 
・またこの期間は、多くのクラブが「代替わり」を終えた 1,2 年生中心

で、春先よりも少人数で活動している。チームとしての完成度も低く、

次年度へ向けて「個を高める」時期にあたると考えられる。 
・11 人制のフルサイズのサッカーのみがサッカーではない。“遊び心”

の回復がここ数年の大きな課題である DUO リーグで、加盟クラブが自

分の身の丈に合ったフリーサイズ（会場の大きさに合わせたサイズ）フ

ットボールを提案し、主催することには大きな意義があると考えられる。 
 
 
【2013 年度 DUO イベントの位置づけ】 
・各加盟クラブのリーグ運営能力の向上（ホームグラウンドでの運営能

力） 
正規の試合ができる大きさのグラウンドを持っていない加盟クラブ

でもホーム運営を経験する機会が増える。 
・後期は新人戦と日程も重なる部分もあり、グラウンド調整が難しくな

る。よって、できるだけ新人戦で使用していないグラウンドにて試合

を行なう。 
・各加盟クラブが「やってもらう」リーグ戦から「自ら動いて運営する」

リーグ戦となるような自主性の強化。（今までかかわっていた DUO
との距離を縮める） 

・以上を賛同していただけるクラブの後期イベントの参加をお願いした

い。 
 
【DUO 後期イベントの大まかな流れ】 
・述べ 8 会場でフリーサイズ（体育館・中庭・屋上などでも可）のワン

デーマッチイベントを開催 
・それぞれの会場のチャンピオンとなったチームは 12 月 22 日に筑波大

附属高校グラウンドで行われるグランチャンピオンシップへの参加資格

を得る。 
・1 度優勝したチームが他のワンデーイベントに参加し優勝した場合は、

そのワンデーイベント 2 位のチームにチャンピオンシップ参加資格を与

える。 
（1 回目で優勝し、3 回目でも優勝した場合は 3 回目のイベントの 2 位

チームに与える） 
・筑波大で行なわれるチャンピオンシップは 2 面のハーフコートマッチ

になるので、フットサル形式会場での優勝チームは 5～6 名の登録の可

能性がある。そのためチャンピオンシップには、その優勝したメンバー

は必ず登録し、そのほかの補充メンバーに関しては加盟クラブ内での補

充を認める。 
・大会参加費は、1 チーム参加につき 1000 円を会場校にて徴収する。 

http://www.duoleague.com/
http://www.duoleague.com/
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2013 年度後期フリーサイズフットボール進捗状況 (2013.11.10 現在) 
実施日 主催クラブ 大会名 優勝チーム 出場チーム 大会形式 会計 備考

1 2013.8.28 本郷高校 ハーフコート大会プレ大会
午前2時の

オーバーラップ
（本郷2年生）

優勝 午前2時

2位 DovaiFC
3位 豊島学院A
4位 豊島学院B
5位 郁文館A
6位 郁文館B

8人制ハーフコート

8分ハーフ
スローイン。コーナーキックあり

2 2013.9.14 都立足立西高校 フルピッチ大会

3 2013.9.22 筑波大附属高校

2013年度DUO後期イベント　フ

リーサイズフットボール大会③　筑
波大附属グラウンド会場（8人制
ハーフコート）　今夜は倍返し！

じぇじぇじぇじぇ！大会

小石

優勝　小石

準優勝　石川
第3・4位　筑波
A・巣鴨Aが同順
位

他、中大A・B、
FC西巣鴨03、巣
鴨B・C、筑波B
計１０チーム出場

8人制の10分ハーフ、5チーム

ずつの1次リーグ。
交流試合。
最終戦。
44m×66mのフィールドで、少
年用ゴール使用

収入：1,000円×10

チーム＝10,000円
支出：8,558円
審判費　8,400円
雑費（マジック購入）
158円
残金：1,452円
残金の1,452円は、主
催の筑波大学附属高
校サッカー部の収益

4 2013.9.23 都立江北高校 都江北A

優勝 江北Ａ

２位 江北Ｂ
３位 立教池袋Ａ
４位 向丘Ｂ
５位 郁文館Ａ
６位 郁文館Ｂ
７位 向丘Ａ
８位 立教池袋Ｂ

１１人制８チームトーナメント

１５分ハーフの３０分ゲーム
（ハーフタイムなし、交代自由）

参加費　１０００円×８

チーム＝８０００円
審判費　６００円×１２
試合＝７２００円
本部運営費（江北Ａ）
８００円

5 2013.9.28 都立小石川高校

都小石川A

（チャンピオンシップ
には準優勝の足立

西が進出）

小石川A、小石

川B、郁文館A、
郁文館B、文中
選、足立西
６チーム

15分一本。3チームリーグ

７0ｍ×60ｍのピッチ。9対9。

参加費6チーム　6000

円
審判代一人200円×3
人×9試合＝5400円
審判飲み物:600円

小石川は既にチャンピオ

ンシップへの出場権を得
ているため2位の足立西
がチャンピオンシップ
に参加決定。

6 2013.10.5/12 城西大城西高校 １６時～の２DAY大会（仮）

悪天候のため中止

学校都合による延期  

http://www.duoleague.com/
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7 2013.10.13 都立小石川高校 足立学園B

1位 足立学園Ｂ

2位 筑波Ａ
3位 筑波Ｂ
4位 石川
5位 小石
6位 足立学園Ｃ
7位 中大Ａ
8位 中大Ｂ

トーナメント方式

9対9の20分1本勝負
75m×60mのピッチ

参加費：1チーム1000

円×8チーム＝8000円
審判代：一人200円×3
人×12試合＝7200円
審判飲み物：800円

8 2013.10.26 京華高校 文化祭フットサル大会

9 2013.10.27 筑波大附属高校 おれらが台風の目だ！大会 筑波A

筑波A・B、駒込

A・B、日大豊山
A・B、豊南A・B、
郁文館、FC西巣
鴨03

１０チーム

ハーフコート8人制。

ゴールは大人用（正規のサイ
ズ）。
10チームを、5チームずつの2
グループに分けて、まずは総当
たり戦。
1位同士で決勝戦、2位同士で
3位決定戦
・試合時間は10分ハーフ。ハー
フタイム3分程度。

10 2013.11.3 郁文館高校 郁文館ワタミチャレンジカップ

郁文館A

（チャンピオンシップ
には準優勝の昭和

第一Aが進出）

１位 郁文館Ａ

２位 昭和第一Ａ
３位 足立学園Ａ
４位 中大高Ａ
５位 足立学園Ｂ
６位 郁文館Ｂ
７位 昭和第一Ｂ
８位 中大高Ｂ
９位 小石
１０位 石川

フットサル７分ハーフ。5チー

ムずつの総当たり戦のあと、
順位決定戦

優勝した郁文館Ａはクラ

ブの諸事情によりチャン
ピオンシップ出場を棄権

11 2013.11.16 都立足立西高校 ハーフコート大会（仮）

2013.12.22 筑波大附属高校 チャンピオンシップ
各大会優勝者による総合チャ

ンピオン決定戦。
ハーフコートマッチ

２２日悪天候の場合は、

２３日に実施。

悪天候のため中止
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＜経理からのお願い＞ DUO リーグ加盟費・参加費・プログラム代金の入金状況をご確認ください。

 
DUO リーグでは、DUO リーグの理念を実現する事業を継続して行ってい

くために、DUO リーグ加盟費・参加費・プログラム代金の支払いをお願い

しております。しかしながら、まだ 2013 年度分の支払いがお済でないクラ

ブが多数あります。添付のエクセルファイルに各クラブの入金状況をまと

めましたので、自クラブの入金状況をご確認いただき、お支払にご協力く

ださいますようお願いいたします。 
 
DUO リーグ加盟費：DUO リーグ加盟費として、クラブごとに年間 5,000
円の支払いをお願いしております。リーグ戦に参加しているか否かに関わ

らず、全ての DUO リーグ加盟クラブの皆様はお支払ください。 
 
DUO リーグ参加費：前期 DUO リーグに参加しているチーム数に応じて、

１チーム 20,000 円の支払いをお願いいたします。 
 
プログラム代：今年度より 1 クラブ 5 冊まではリーグ負担として無料でプ

ログラムを配布しています。各クラブからの要望に応じて、5 冊を越えて

お送りしている場合は、1 冊 400円のプログラム代が必要になりますので、

お支払をお願いいたします。各クラブへの配布冊数については、添付ファ

イルをご覧ください。 
 
振込方法 
 ・全ての金額を下記口座にお振込みくださいますようお願いいたします。 
・通常は、加盟費・参加費・プログラム代をそれぞれ別々にお振込みいた

だいておりますが、今回に限り、添付ファイル記載の金額を一括でお振込

みいただく場合に限り、合計金額でのお振込みをお受けいたします。クラ 
 

 
ブ名は必ず入力くださいますようお願いいたします。 
 
振込先：三井住友銀行 池袋東口支店 普通預金 
    口座番号：６３８４９５６ 
    口座名義：デュオリーグ 代表 中塚義実 
 
尚、この件に関して質問や支払ったつもりなのに未払いになっているなど

の行き違いがありましたら、 
恐れ入りますが、事務局アドレスまでご連絡くださいますようお願いいた

します。 
 
よろしくお願いいたします。 
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