2014.7.22.

2014（平成 26）年度前期

DUO リーグ会議②

【日

時】

2014（平成 26）年 7 月 20 日（日）

【場

所】

筑波大学附属高校会議室

【出

席】(氏名)

都小石川(
都向丘(
城西(

宗友

)、昭和一(

北洞)、筑波大附(
秋庭

立教池袋(

)、豊島学院(
小林

折笠

17：00～19：00

)、三菱養和(

チェアマンに委任
小寺

)、学習院(

玉生

)、豊南(

早川

)、郁文館(

井上

)、駒込学園(

宮坂
海老根

)、獨協(

山田

)、淑徳巣鴨(

室橋

)、日大豊山(

加瀬

)、足立学園(

野口

)、中大高（

山野

)、都江北(

都千早(

竹内

)、文京区中学生選抜 (

)、本郷(

加藤

岩野

)、巣鴨(

）、都足立西(

岸

)

三菱養和：プレミアリーグ EAST ホームゲームのため欠席

→

チェアマンに委任

)、

)、
山中

)、都文京(

)、FC 西巣鴨03(

【欠

武藤

小金丸

)、京華(

中塚

都足立(

議事録

)、

中村
栗山

)、
)、

席】

都竹早：欠席。委任状提出あり。

→

駒込学園宮坂氏に委任

都荒川商：欠席。メーリングリストにてお詫びあり。
【オブザーバー：選手】
富沢（筑波大附 2 年）
【オブザーバー：一般】
三坂（東京リゾート＆スポーツ専門学校）、馬場（巣鴨）、市川（筑波大附属高校 OB、慶應大学総合
政策学部 4 年）
【議事録作成者】岸卓巨（事務局長）

Ⅰ．チェアマン＆理事会より
１．2014シーズンの動向
１）8月28～31日に「第1回 全日本ユース（U-18）フットサル大会」開催（於大田区・墨田区体育館）
全国の予選を勝ち上がった16チームが出場。ユースサッカーの新たなムーブメント。
開催地枠＝東京都1位（5/18 ＆ 6/29） … 関東一高サッカー部（3年生中心）
関東代表（7/13） … 共愛学園（群馬）、FC幕張（千葉）
中塚「DUOリーグが出発点となりフットサルのリーグ戦も行われている。フットサルクラブを体力で
なぎ倒して優勝したのが関東一高サッカー部。3年生でレギュラーでない子が出場した。3年生のメ
モリアルゲームのような雰囲気だった。Fリーグの下部組織のチームにも勝利。関東からはフット
サルクラブは負けてしまい代表チームは全てサッカークラブであった。」
２）ユースリーグの動向
・プレミアリーグEAST

…

三菱養和は2勝3分3敗で10チーム中8位（首位はエスパルス・勝点18）
本日（7/20）16：00よりホームでJFAアカデミー福島とゲーム

・プリンスリーグ関東

…

東京からは、FC東京が首位、國學院久我山高校が8位（10チーム）

・Tリーグ…T3・Aブロック…足立学園10位/10、
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T4・Aブロック：三菱養和B3位/8、（都豊島6位）、Bブロック：本郷3位/8、都足立8位
・地区トップリーグ

…

グループB（7月6日）：京華3位/8、都江北A7位
グループD（7月12日）：豊島学院A4位/8、学習院7位.

各出場クラブからのコメント
足立学園（野口）「ちょうど今、試合を行っている。私は4月から足立学園に入り、Tリーグは遠藤先
生、自分がDUOリーグを見ているため、まだTリーグの試合は見られていないが、なかなか勝てて
いない状況。」
本郷（岩野）「今年度からT4ができた。T2の1リーグ化に伴いがもともと16チームだったものが10チー
ムに減り、この6チームの降格に伴い、T4が新設された。地区トップから上がってきたチームも多
くAチームとBチームが混在しているが、上位は強豪クラブのBチームである。」
都足立（山野）「なかなか勝ち星が取れない状態」
京華（小金丸）「本日負けましたので降格の可能性が高くなりました」
都江北（加瀬）「なかなか勝てない。
学習院（玉生）「学習院はほぼ降格が確定している。地区トップリーグ全体としては、今回は7～8チー
ムの4つのグループで行っている。各地区リーグから1チームずつの合計8チームが地区トップリーグ
に上がり、8チームが降格する。チーム数の少ないAグループは1チームだけだが、B～Dグループは
下位2チームが降格する。Tリーグとの繋がりは、同順位で順位決定戦を行い1~2位が自動昇格、3～
4位はTリーグと入れ替え戦を行う。来年度は8チーム×4リーグで行う予定。」
３）高校選手権東京都予選方式の変更
中塚「高体連主催の高校選手権東京都予選の方式が変わっていますので、ご確認ください」

２．第1回理事会報告
日時・会場：2014 年 7 月 8 日（火）18:30～20:30
筑波大学附属高等学校前庭
出席：中塚（チェアマン）、井上（管理部長）、岩野（事業部長）、岸弘（企画部長）、岸卓（事務局長）、
玉生・遠藤（学識経験理事）／オブザーバー：片岡（UPSET）、欠席：小金丸（トレセン活動）
中塚「7 月 8 日に理事で集まり、本日の議題に関係がありそうな話をいろいろとしました。」

Ⅱ．前期リーグ進捗状況と今後
１）各リーグの報告（7月末日まで）
1部DUリーグ（責任者：早川）「5試合か終えていないが、7月中には全ての試合のマッチメイクができ
ていることが確認できている。まだ順位は確定しない。
1部UOリーグ（責任者：加瀬）「7月中に全ての試合が組めている。試合の結果が決まったらメーリン
グリストに流してください。」
2部Dリーグ（責任者：室橋）「残り試合数は8試合。星取表では2試合が漏れている。7月末には全試合
消化できる。」
2部Uリーグ（責任者：折笠）「未定になっていた試合も現在調整中。その他の試合については7月末ま
でに実施できる予定」
2部Oリーグ（責任者：山田）「本日2試合行い、明日1試合行って全試合が終了します。」
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２）順位決定戦（8月末日まで）（岩野事業部長）
【決定事項】
○7月31日終了時点での順位を最終順位とし、8月中に順位決定戦を行う。
○片方のチームの一方的な理由でマッチメイクができなかった場合は、3-0の不戦勝とするが、今期に
ついてはそのような試合はこれまではなかった。
○実施した試合の結果がメーリングリストに流れていない時は、主催クラブ以外でも試合結果報告を
行う。
【審議内容】
中塚「これまではDUOリーグ会議が前期リーグの試合終了日だった。今期は7月末までに全試合を行
うことにしているが、これまでに片方のチームの一方的な理由でマッチメイクができない試合があ
った場合にどうするか。試合はできるだけ行う方向性で進めているので過度なルール化は避けた方
が良い。現時点でできそうもない試合はあるか。」
岩野「足立西の試合が行えれば全試合実施できる。足立西にはなかなか連絡が取れない。」
早川「足立西のグラウンドは狭いが試合ができる環境はある。」
岩野「足立西から48時間以内の連戦を行っていいかという打診は来ていないので、何も連絡がなく連
戦することも懸念している」
野口「足立西と実施した試合がメーリングリストに流れていない」
室橋「淑徳巣鴨の試合も流されていない」
報告漏れが確認できた試合
・2部Dリーグ

淑徳巣鴨A

－

・2部Uリーグ

足立学園C

３－２

・2部Uリーグ

足立西A

－

足立西B
豊島B

（実施済み。得点不明）

足立西A
（実施済み。得点不明）

事務局「今後は実施した試合の結果がメーリングリストに流れていない場合は、主催クラブではなく
ても、得点者など全ての情報が揃っていなくても、対戦相手や試合を実施したチームが流して欲し
い。」
中塚「豊島はDUOリーグ加盟クラブではないので対戦相手にフォローをお願いしている、足立西は加
盟クラブなので自覚を持ってもらわないと困る。」
北洞「7月31日に向丘対城西が土のグラウンドで試合を組んでいるが、雨で延期になった場合も未消化
試合になるか。」
中塚「最終日はきっちり線を引き、雨による延期も未消化となる」
３）昇降格（岩野事業部長）
○8月1日の時点で最終順位を事務局から発信する。
○1部リーグ、2部リーグ、それぞれ各リーグ同順位同士の順位決定戦を行い、3チームの順位を決める。
○2部から1部への昇格チームは2チームである。
○1部1位同士の試合については、審判部が審判の派遣を行う。誰を派遣するかは審判部が決定する。
○1部からの降格チームは、地区トップリーグからの降格により増減がある。
地区トップリーグから
・０チームの降格：DU８位・UO８位の２チームの降格となり、2部の各リーグから昇格する。
（今期は、学習院の降格が決まっているため該当しない）
・１チームの降格：DU８位・UO８位の２チームの降格となります。
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・２チームの降格：DU８位・UO８位の降格とDU７位vsUO７位の敗者の3チームの降格
・３チームの降格：DU８位・UO８位・DU７位・UO７位の４チームの降格
・４チームの降格：DU８位・UO８位・DU７位・UO７位とDU６位vsUO６位の敗者の５チーム
降格
○2部リーグにおいて昇格権を持たないチームが、1位になった場合については理事会案を採用する。
＜7 月 8 日理事会案＞
□

昇格チームを決定する方法

□

i ) 2 部リーグ 1 位決定戦（2 部リーグの各 1 位チームが行う 3 つ巴戦）で、1 部リーグへの昇格を希
望しないチームが 3 位になった場合。
⇒

1 位決定戦の上位 2 チームが自動的に 1 部リーグに昇格する。

ii ) 2 部リーグ 1 位決定戦（2 部リーグの各 1 位チームが行う 3 つ巴戦）で、1 部リーグへの昇格を
希望しないチームが 1 位もしくは 2 位になった場合。
⇒1 部リーグへの昇格を希望しないチームが所属していたリーグの 2 位チームと 2 部リーグ 1 位
決定戦の 3 位チームが昇格チーム決定戦を行う。

○順位決定戦は8月中に行うが、2部から1部への昇格戦は9月に入ってからの実施でもやむを得ない。
４）DUOリーグアウォーズ（岩野事業部長）
○MVP は 1 部、2 部各リーグの優勝チームから推薦する。
○DUOリーグ・アウォーズ（表彰式）は、9月以降に後期イベントと合わせて多数チーム実施する

Ⅲ．後期イベントについて
○昨年度同様「フリーサイズフットボール」を実施していく。
○各クラブから 8 月 15 日中締めでイベント開催案を募集する。その後の追加も順次受け付けていく。
○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
○8 対 8 の試合はできるだけ 1 人審判制を導入していく。
○チャンピオンシップについては理事会案通りで行う。
＜7 月 8 日理事会案＞
・昨年度と同様「フリーサイズフットボール」の大会を複数回行う。
・大枠は昨年度と同様。昨年度との違いは次の通り。
－

広いピッチでの大会も行う。

－

チャンピオンシップの際のピッチのサイズを、昨年度よりも広く 48m×66m 程にす
る。

－

チャンピオンシップは正規のゴールで行う。

－

チャンピオンシップの人数は昨年度同様「8 人対 8 人」

・チャンピオンシップ実施日：12 月 21 日（日）
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予備日：12 月 23 日（火）

イベント開催案（募集中）
１．小石川・本郷共同開催
２．10月25日（土）13:00~

８チームによるワールドカップ方式

２会場でフルピッチの試合

京華白山校舎、8チームによりフットサル大会、文化祭の一環

Ⅳ．各担当より
１．事業部門（岩野）
１）競技部（各リーグ責任者）
○優秀審判賞
斎藤尚紀（本郷高校）
推薦理由（岩野・本郷）「中学から審判活動を行い現在 3 級。はじめ 1 部リーグの副審をやらせてい
たが、本人が笛を吹きたいということで主審をやらせた。審判服も笛も自前で、
将来 J リーグの審判を目指している。」
岸「ぜひチャンピオンシップでも審判をやっていただきたいですね」
岩野「送ります。どの試合でも行けると思います。」
本田大晟（立教池袋）
推薦理由（小林・立教池袋）「顧問からとてもがんばっているとの伝言を受けている」
推薦理由（中村・文京）「2 試合やってもらって、間接フリーキックなども取り、やる気のある子だと
感じていた。」
事務局「優秀審判の 2 名には事務局より審判服をお送りします」
○特別賞は該当なし
２）審判部（◎城西・立教池袋・日大豊山）
○3 月に審判講習会を予定
３）技術部（◎豊島学院・都竹早）
○現在検討中

２．管理部門（井上）
１）経理部（◎事務局・足立学園）
○今期は予算書も作りプログラム内に掲載している。
○参加費・加盟費・プログラム代をまだ振り込んでいないクラブは 7 月末までに振り込む。
○過払いの小石川高校には事務局から返金を行う。
○他のリーグの会議への出席など DUO リーグからの支出を必要とする場合は事務局に請求する。
２）広報部（◎淑徳巣鴨・都向丘）
○プログラムの発送が遅くなってしまった。
○来年に向けて、これまで通りの形で作成していくか、WEB 上にあげるかなど検討していく。
３）規律部（◎駒込・都小石川）
○警告 2 枚の退場があった。7 月 13 日 飯田選手（立教池袋）
○井上管理部長から 7 月 15 日の立教池袋

対

小石川の試合で飯田選手が出場していたかを立教池袋
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に確認し、もし出場していたら小石川戦は没収試合として、3-0 で小石川勝利とする。次の豊南戦
には出場停止とする。
○今後退場者があった場合は、審判担当のチームが試合会場から規律委員長の宮坂氏に電話連絡し、
規律委員長名で出場停止の通達を出す。重大なケースについては、規律委員会（規律部と理事が加
わる）を開催し、対応を考える。
○累積警告（イエローカード 2 枚）による出場停止については、各リーグの審判担当の先生が中心と
なって確認していく。
○試合結果をメーリングリストで流す時に「リーグ名」を表題に入れる。

３．企画部門（岸）
１）医・科学活動推進部（◎文中選・三菱養和）
○前期は特に企画は行っていない。
○丸山先生と検討中。
○他のクラブからも企画提案を上げて欲しい。
２）リサイクルプロジェクト推進部＆地域活動推進部
文京区…◎獨協、昭和一、中大高
豊島区…◎巣鴨、豊南
足立区…◎都江北、都荒川商、都足立
○リサイクルプロジェクトについては、理事会で話し合われたようにサロン 2002 とともに進めてい
く。

＜7 月 8 日理事会より＞
中塚チェアマンが理事長、岸が事務局長を務めるサロン 2002 が 5 月 31 日に NPO 法人設立総
会を開き、現在東京都に申請している。スポーツを通してのゆたかなくらしづくりを“志”に
掲げる同 NPO は、リサイクルプロジェクト（スキンプロジェクト）などの事業主体となるも
のである。
○リサイクルプロジェクトは、運営主体を DUO リーグからサロン 2002 に移行する。DUO リー
グ内の地域活動推進部は、今後も継続していくが、リサイクルプロジェクトについてはサロン
2002 に対する DUO リーグ側の窓口としての役割が大きくなる。
○これまで、優勝トロフォー作成費とワークショップの講師料等をまとめてリサイクルプロジェ
クトとして予算書・決算書に計上していたが、今後は別の項目として計上し、ワークショップ
の講師料の支払い先（靴郎堂本店の佐藤いちろう氏か、サロン 2002 か）などについては、サ
ロン 2002 から今後 DUO リーグに提案する。
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Ⅴ．DUOリーグの組織と今後
１．次期チェアマンの選出方法
○理事会案を確認し、承認を得た。立候補はいなかった。
＜7 月 8 日理事会案＞
・2015 年度から次期チェアマンに変わるにあたって選出方法について議論した。
・次回の DUO 会議で立候補を募るとともに、理事会で推薦者を決定し、最終的には DUO 会議で
承認することになった。
・任期や再任に関しては引き続き審議し、規約に落とし込んでいく。
・12 月の DUO 会議までには引き継ぎを行う必要があることから、秋には結論を出す必要がある。

２．事務局のあり方
○岸事務局長への依存から体制を改めていく。

Ⅵ．その他
１．チャリティーフットボール
岸（FC西巣鴨03）「８月９日にチャリティーフットボールを企画している（別紙参照）。個人参加をベ
ースにしているため、生徒に告知だけはして欲しい。語り部の会には、中学校卒業前に被災した
DUOリーガーと同世代の子の話も聞ける。ぜひ聞いてほしい。」
○理事会提案に承認する形で、支援金5万円を寄付することが決定。
中塚「DUOリーグの繰越金を利用して、DUOリーグ東北遠征も考えていきたい。外部の試合会場を利
用する際の費用負担についても考えていきたい。」
２．高校生オブザーバーより感想

富沢（筑波大附2年）

「今まで知らなかったDUOリーグの運営について知ることが出来て良かった」

市川（筑波大附属高校 OB、慶應大学総合政策学部 4 年）
「部活動と卒業生について研究している。今後インタビューのお願いすることがあるかもしれませ
んが、ご対応くださいますようお願いいたします。」

３．DUO リーグ卒業生よりお願い
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◆リーグ全体の組織（2013～14年度）
2013.3.27.

＜ＤＵＯリーグ組織図（2013～2014）＞
ＤＵＯリーグ会議
スタッフ会議（理事会）

チェアマン
学識
経験
理事

中塚
(筑波大附）

・地区トップリーグ担当：玉生(学習院)

事務局

三ツ矢
本多(HP)

（ 事務局長 岸卓巨）

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

・上位リーグ担当：遠藤(足立学園)
・高体連第2地区責任者：小金丸(京華)

事 業 部 門

岩野
（本郷）

企 画 部 門

岸弘之
(FC西巣鴨）

管 理 部 門

Producing Department

Planning Department

Administrative Department

リーグ戦と、それに関連する事
業を扱う

新規事業の可能性と課題を検
討し、企画・立案・実践する

「メンバーシップ」に関する部分
を取り扱う

競 技 部

審 判 部

技 術 部

各リーグ
責任者

◎城西、立教池袋、
日大豊山

◎豊島学院、都竹早

医・科学活動
推進部
リサイクル
プロジェクト
推進部
地域活動
推進部

井上
（郁文館）

◎文中選、養和
※東京ﾘｿﾞｽﾎﾟ

経 理 部

◎事務局、足立学園

◎理事会
※KOSUGE1-16、靴郎
堂本店

広 報 部

◎淑徳巣鴨、都向丘

・文京区…◎獨協、昭
和一、中大高
・豊島区…◎巣鴨、豊
南
・足立区…◎都江北、
都荒川商、都足立

規 律 部

◎駒込、都小石川

◆各リーグ内の役割（2014年度前期リーグ）
責任者
副責任者

１部DUリーグ

１部UOリーグ

２部Dリーグ

２部Uリーグ

２部Ｏリーグ

早川(豊島学院B）

蓑輪（江北B）

石原（淑徳巣鴨A）

永井（昭和一B）

神宮司（獨協）

中塚（筑波大附A）

中村（都文京A）

栗山（足立西B）

丹羽（都豊島B）

宮坂（駒込C）

藤巻（G本郷）

都丸（本郷Θ）

岸（FC西巣鴨03)

宮坂（駒込A）

会計

松本（都竹早）

小寺（豊南）

記録・ 集計

智片（都荒川商業）

伊藤（足立学園）

馬場（巣鴨A）

伊藤（足立学園C）

川原（日大豊山B）

宗友（都小石川）

北爪（豊島学院C）

宮坂（駒込B）

永井（昭和一A）

競技
審判
技術

責任者
副責任者
会計
記録・集計

加藤（中大）

室橋（淑徳巣鴨B）

丹羽（都豊島C）

蓑輪（都江北C）

海老根（日大豊山A）

橋本（立教池袋）
嶋野（城西）

栗山（都足立西A）

井上（郁文館B）

井上（郁文館A）

岩野（R本郷）

萩田（都千早）

中村（都文京B）

リーグ会議の開催など各リーグ全体の統括
責任者の補佐
「2014年度DUO記録・集計」内、「会計基礎資料」「会計報告」を更新し、会計報告を行う
「2014年度DUO記録・集計」内、「星取表」「審判」「警告者」「得点者集計」の更新

競技

リーグ会議の結果をもとに日程表を作成し、ＭＬに流す

審判

競技係が作成した日程表をもとに審判割り当てを行い、表に記入してＭＬに流す
DUO選抜や交流会等のリーグ内告知および参加者取りまとめ

技術
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