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平成 29(2017)年度前期

第 43 回 DUO リーグ実施要綱

【目的】健全なスポーツ観に基づく豊かなスポーツ環境を構築する
１．「歯磨き感覚」「引退なし」のスポーツライフ－サッカーの生活化
１）日常生活にサッカー・スポーツが無理なく位置づけられる
２）シーズンが明確になる
３）3 年間の高校生活の中にサッカーが無理なく位置づけられる
２．「補欠ゼロ」のゆたかなクラブ育成－チームからクラブへ
１）誰もがゲームに参加できる
２）練習への動機づけとなる
３）リーグ戦が経験できる
３．強いチームとたくましい個の育成－レベルアップ
１）同程度の相手と切磋琢磨できる
２）レベルやニーズにあわせた活動ができる
４．サッカーをささえる人材の育成－自主運営と受益者負担
１）｢スポーツの主人公｣を育てる
２）ピッチを取り巻く多様な人材を育てる

【参加費・選手登録費の振り込み方法】
◎5 月末日までに参加費（1 チーム 20,000 円）を納入すること（持参は認めない）
◎プログラム代金も合わせて振り込んで構わない
プログラムは 1 冊 400 円
◎振込み名は、「クラブ名」のみ
【例：本郷高等学校の場合】
R 本郷と本郷θの 2 チームが参加 プログラム 10 冊購入
参加費
20,000 円 × 2 チーム ＝ 40,000 円
プログラム代 400 円 × 20 冊 ＝ 8,000 円
振込み名 ：ホンゴウ
振込み金額：48,000 円

振込先：三井住友銀行池袋東口支店 普通預金口座番号６３８４９５６「デュオリーグ」
附則．DUO リーグの理念に賛同する個人または団体は「賛助会員」となることができる。年会費は、団体会
員が一口 5,000 円、個人会員が高校生 500 円、一般一口 1,000 円とする。

【加盟クラブ(DUO クラブ)資格及び加盟手続き】
１．加盟クラブ（DUO クラブ）資格
１）指導者が志を同じくする（リーグ戦の趣旨を理解している）
２）リーグの一員としての責任を果たすことができる
２．加盟手続き
DUO クラブは、加盟票を提出する。
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【参加チーム・選手（DUO リーガー）資格

及び登録手続き】

１．参加チーム資格
１）選手…原則として 18 歳以下の選手で構成される。但し、2 部 3 部リーグにおいては特別枠選手（＝19
歳以上）が 3 名まで出場できる。
２）審判…指定された試合で主審・副審が出せる（18 歳以下の有資格者であることが望ましい）
３）付添…試合の際に大人（20 歳以上）が付き添い、事故があった場合は各チームで対処できる
４）グラウンド…試合会場を 1 節だけ主催できる
（確保でき、かつ主催できることが望ましいが、お互いのやりくりで、主催だけでも可）
注）FC 西巣鴨 03 については、「１）選手」の条項を適用しない。
2．選手（DUO リーガー）資格
選手は、DUO クラブの構成員であることを原則とする
注）DUO クラブ以外の選手であっても、審査を経て資格認定されることがある
3．DUO リーグへの登録手続き
１）選手登録
3 月 20 日までにメンバー表を提出すること。
またプログラム原稿を 4 月 15 日(土)までに提出し、5 月末日までに所定の口座へ、参加費をクラブごとに
振り込む（参加チーム数に応じて振り込む）
２）移籍
選手は、登録されたチームからのみ出場することができる。
ただし、一定の手続きを経た選手の移籍は認められる
（以下、追加手続きと同様に 48 時間前までにメーリングリストで共有すること）
注）同じ節（同日も含む）に複数チームから同時に出場する選手がいないように、メンバー構成は各クラブ
が責任を持って行う。
注）上位リーグの試合に常時出場している選手の出場は、原則として認めない。
３）追加
選手を追加する場合は、メーリングリストにて再度チーム登録票を提示し、リーグ全体で共有したものだけ
を認めるものとする。
（キックオフ 48 時間前までに行うこと）

【大会形式】
1）リーグ編成
・1 部リーグは 10 チーム 1 回戦総当り方式のリーグ戦
・2 部リーグは 20 チーム、B・C ブロック(各 10 チーム)に分かれ、1 回戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位
決定戦をおこなう。
・3 部リーグは 16 チーム(参加チームにより前後する場合がある)、D・E ブロック(各 8 チーム)に分かれ、1 回
戦総当り方式のリーグ戦を行い、順位決定戦をおこなう。
・1 部リーグは 8 月末に終了。2 部リーグ 3 部リーグは 7 月末までにリーグ戦を終了し、8 月末までに優勝決
定戦・順位決定戦をおこなう。

【リーグ戦の順位決定】
・各リーグ戦が終了した時点で、勝点(勝利 3 点、引き分け 1 点、敗戦 0 点)の合計が多いチームを上位とし順位
を決定(但し、勝点が同一の場合は、次の各項の順序にて順位を決定)
①得失点差

②総得点数

③当該チーム間の対戦成績(イ.勝点

ロ.得失点差

・2 部リーグ 3 部リーグは順位決定戦を実施し、最終順位を決定。
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ハ.総得点数)

④抽選

【昇降格】
1）昇格
・
「1 部リーグ」優勝チームは、次年度に上部リーグである「地区トップリーグ」の出場資格を得る。辞退し
た場合は、次の順位のチームに昇格権が与えられる。
・
「2 部リーグ」上位 1 番目と 2 番目のチームは、次年度「1 部リーグ」に自動昇格する。
・
「3 部リーグ」上位 1 番目、2 番目、3 番目のチームは、次年度「2 部リーグ」に自動昇格する。
2）降格
・各リーグ最終順位に応じ下位チームは、次年度は直近下部リーグへ降格する。
・各リーグの降格チーム数は、上部リーグからの降格数により変動する。
(1 部リーグ・2 部リーグ参加チーム数を優先させ降格数を変動する)

【競技規則】
基本的には日本サッカー協会競技規則に従って実施
1）試合時間と勝敗の決定
・本大会の試合時間は、1 部リーグは 90 分間(前後半各 45 分)、2 部リーグ 3 部リーグは 80 分(前後半各
40 分)とし、勝敗が決定しない場合には引き分け
・2 部リーグ・3 部リーグの優勝決定戦・順位決定戦は 80 分(前後半各 40 分)とし、前後半で決着がつか
なかった場合は PK 方式にて勝敗を決定する。
2）メンバー表（3 月 20 日までに第 1 回のメンバー表を提出する）
試合開始 30 分前までに、先発とサブを明記したメンバー表を、相手チームと本部に提出する。
メンバー表はメーリングリストで共有されている最新のものを用いる。
また、メンバー表の提出がおこなえていない場合は試合を開始できない。
3）選手交代
1 部リーグは登録 20 名のうち交代限度を 5 名とする。また再出場は認めない。
2 部リーグ、3 部リーグの選手交代は自由とする。（交代した選手が再度出場できる）
4）退場による出場停止処分
①主審により退場を命ぜられた選手及び退席を命じられた役員は、自動的に次のリーグ戦 1 試合の出場を停
止し、その後日本サッカー協会懲罰基準に準拠して、本リーグ規律・フェアプレー委員会が処分を決定す
る。
（順位決定戦へ持ち越される）
②その他については、日本サッカー協会「懲罰基準の運用に関する細則」による。
5）警告による出場停止処分
①本リーグで累積された警告が 2 回となった選手は、自動的に本リーグの次の 1 試合に出場することができ
ない。
（順位決定戦へ持ち越される）
②一試合で 2 回による警告退場を命ぜられた選手は、自動的に本リーグの次の 1 試合の出場停止処分となる。
（順位決定戦へ持ち越される）
③警告の累積による出場停止の消化は、本リーグの試合のみに適用される。また、警告の累積とそれによる
出場停止処分は、当該年度の本リーグの終了時を以て効力を失う。
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