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2008.7.10.(中塚義実) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.8 
夏休み目前、前期リーグも終盤戦となりました。ここまでの試合結果と集計結果（Eリーグのみ）

を報告します。最新情報はHPでご確認ください。 
7月19日（日）は「DUOリーグ・アウォーズ」です。各自準備を進めておいてください。 

 

前期ＤＵＯリーグ試合記録 
注）スコアの次の（ ）は、（キックオフ／主審氏名：所属：評価）を表す 

◆Ｅリーグ 
☆6月14日（土）＜豊島高校Ｇ＞ 
Eﾘｰｸﾞ 都豊島 ３－３(1-1,2-2) 関東一（13：08／市川琢磨：都豊島コーチ） 
      得点者…都豊島：中原純 岡田和樹 青木直人 
           関東一：飯島一貴 高橋健人 島田健太 
☆6月22日（日）＜学習院高等科Ｇ＞ 
Eﾘｰｸﾞ 筑波大附属 ６－２(2-2,4-0) 都小石川（9：30／佐藤俊介：JFAレフェリーカレッジ） 
      得点者…筑波大附：中山達矢(3) 蓑田直哉 石黒哲雄 岩井翔太郎 
          都小石川：小岩謙一郎 瀧上孝太 

警 告…都小石川：茨木倫平（ラフプレー） 粕谷恒太（反スポ／反スポ） 
      退 場…都小石川：粕谷恒太（警告2枚） 
Eﾘｰｸﾞ 都豊島 ０－１(0-1,0-0) 学習院（11：11／森川浩次：JFAレフェリーカレッジ） 
      得点者…学習院：橋淳之介 

警 告…都豊島：青木直人（反スポ） 
Eﾘｰｸﾞ 関東一 ７－０(5-0,2-0) 京 華（12：45／亀川哲弘：JFAレフェリーカレッジ） 
      得点者…関東一：後藤亮太(2) 田中佑幸 市川翔太 島田健太 土田公次 大津北斗 

警 告…京 華：増田隼紀（ラフプレー） 
         関東一：島田健太（ラフプレー） 

Eﾘｰｸﾞ 関東一 ３－１(0-0,3-1) 都葛飾野（14：25／出村友寛：JFAレフェリーカレッジ） 
      得点者…足立学園：川森祐樹 荒川聡一郎 川島学 

都葛飾野：平塚猛 
警 告…足立学園：松原和輝（距離） 

☆7月5日（土）＜都立豊島高校G＞ 
Eリーグ 都豊島 ５－３（1-1,4-2） 筑波大附（14：00／市川琢磨：都豊島コーチ） 
      得点者…都豊島：束原巧次朗(2) 千崎尉二朗 中原純 鳥海光彦 

筑波大附：岩井翔太郎 八田良樹 中山達矢 
☆7月6日（土）＜都立豊島高校Ｇ＞ 
Eリーグ 都豊島 １－１ (0-0,1-1) 足立学園（13：30／柴田翔：都小石川） 
      得点者…都豊島：束原巧次朗 

   足立学園：荒川聡一郎 
警 告…足立学園：佐藤祥吾（ラフプレー） 
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◆DUOリーグ 
☆6月21日（土）＜都立足立高校G＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ８－０(5-0,3-0) 都竹早（15：30／安藤亮：都足立コーチ：5・5） 
      得点者…都足立：内田大貴(3) 貝森将人(3) 桜井龍弥 岩崎亮 
         ＜都立江北高校G＞ 
2部DU 城 西 ２－１(1-1,1-0) 都江北B（14：35／嶋野雅春：城西教諭：5・5） 
      得点者…本 郷：佐藤聖也 結城貴弘  

         都江北：柴崎貴博 
         ＜豊島区三芳G＞ 
2部DU 本郷ONE ４－４(2-3,2-1) 巣鴨A（17：00／山中基晴：巣鴨教諭：5・5） 
      得点者…本郷ONE：小林将太 北川智大 久場翔平 剱持貴弘 
          巣 鴨：瓦林亘(2) 上田浩太郎 川上兼堂 
☆6月22日（日）＜都立江北高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都江北Ａ １－２(1-0,0-2) 本郷θ（13：30／玉山哲史郎：都江北教諭：5・5） 
      得点者…都江北：竹内祐貴 
          本郷θ：坪内貴央 小林祐貴 
1部ﾘｰｸﾞ 巣鴨B ２－０（0-0,2-0） 都竹早（15：10／福岳門：都江北2年：4・4） 
      得点者…巣 鴨：西慶三(2) 
2部DU 都江北B ０－10（0-5,0-5） 日大豊山UNO（16：40／福岳門：都江北2年：5・5） 
      得点者…日大豊山UNO：阿部剛士(3) 郡翔太郎(2) 東龍次(2) 若林健二 北村俊介 

北原嵩大 
＜大泉中央公園Ｇ＞ 

2部UO 駒 込 ３－０（2-0,1-0） 都向丘（9：30／三ツ矢道弘：FC西巣鴨03：4・5） 
      得点者…駒 込：雁金純一 神宮大輝 西村大輝 
      警 告…駒 込：大島光司（ラフプレー） 
2部UO 獨 協 ０－６（0-4,0-2） FC西巣鴨03（11：00／松橋圭太：都向丘3年：5・5） 
      得点者…FC西巣鴨03：中山聡(3) 秋庭秀星 杉山健太 生出勇樹 
☆6月26日（金）＜都文京高校G＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 郁文館A １－１ (0-1,1-0) 都文京（17：15／井上豪：郁文館教諭：5・5） 
      得点者…郁文館：松岡雄介 
          都文京：遠藤玲一 
      警 告…都文京：可兒令路（異議／遅延） 
      退 場…都文京：可兒令路（警告2枚） 
☆6月28日（土）＜豊島区三芳G＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 郁文館A ０－４ (0-1,0-3) 都足立（15：15／本郷桂太郎：獨協教諭：5・5） 
      得点者…都足立：貝森将人(3) 新井哲也 
2部UO 獨 協 ３－１(0-0,3-1) 都向丘（16：55／古沢勝志：郁文館教諭：5・5） 
      得点者…獨 協：今枝遼(2) 内藤仁嗣 
          都向丘：松橋圭太 
☆7月5日（土）＜大宮音羽健保Ｇ＞ 
2部UO FC西巣鴨03 １－１（1-0,0-1) 巣鴨A（16：00／山中基晴：巣鴨教諭：5・5） 
      得点者…FC西巣鴨03：中山聡  
          巣 鴨：野川博嗣 



2008ＤＵＯリーグ通信 
 

 3 

☆7月6日（日）＜都立江北高校G＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都江北A １－４ (0-0,1-4) 都文京（10：00／大橋裕二：都江北OB：4・3） 
      得点者…都江北A：竹内祐貴 

都文京：遠藤玲一(2) 白鳥雄平 松本拓也 
☆7月9日（水）＜新荒川橋G＞ 
2部DU 日大豊山UNO ０－０（0-0,0-0） 城 西（15：00／嶋野雅春：城西高教諭：5・5） 

 
ＤＵＯリーグの情報は以下のホームページからもご覧いただけます。ぜひご利用ください。 

＜ＤＵＯリーグホームページ＞ 
http://www.duoleague.com/（ＰＣ版） 

http://www.geocities.jp/duo1996_2006/（携帯版） 
 

順位・得点ランキング（7 月 10 日時点） 

◆Ｅリーグ 
チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

都葛飾野 5勝2敗0分 15 28 9 19 0

筑波大附 4勝2敗0分 12 23 17 6 1
学習院 4勝2敗0分 12 13 11 2 1
関東一 3勝2敗1分 10 15 11 4 1
都豊島 2勝1敗3分 9 12 10 2 1

足立学園 1勝3敗1分 4 8 15 -7 2
京　華 1勝4敗1分 4 5 19 -14 1

都小石川 1勝5敗0分 3 8 20 -12 1  

1位 11点 筒井亮（葛飾野）

2位 8点 中山達矢（筑波大附属）

3位 5点 小岩謙一郎（小石川）

4位 4点 堀田智顕（筑波大附属） 蓑田直哉（筑波大附属） 近藤祐人（葛飾野） 高橋健人（関東一）

荒川聡一郎（足立学園）

8位 3点 藤井悠也（学習院） 束原巧次朗（豊島） 石黒哲雄（筑波大附属）澤村将之（葛飾野）

12位 2点 砂岡優樹（葛飾野） 田中裕二（葛飾野） 石川優真（足立学園） 小泉亮（京華）

島田健太（関東一） 後藤亮太（関東一） 橋淳之介（学習院） 市川翔太（関東一）

八田良樹（筑波大附属） 岩井翔太郎（筑波大附属） 中原純（豊島）

20位 1点 筒井俊（葛飾野） 富岡将也（葛飾野） 矢代涼（葛飾野） 平塚猛（葛飾野）

大井伸将（豊島） 嘉手川拓哉（豊島） 長内結（豊島） 千崎尉二朗（豊島）

岡田和樹（豊島） 青木直人（豊島） 鳥海光彦（豊島） 堀川航太郎（学習院）

山下正起（学習院） 冠幸之介（学習院） 渡辺俊介（学習院） 平本貴之（学習院）

横江将（学習院） 増田隼紀（京華） 和田紘明（京華） 堀江真吾（京華）

田中佑幸（関東一） 五位渕聖司（関東一） 飯島一貴（関東一） 土田公次（関東一）

大津北斗（関東一） 瀧上孝太（小石川） 山本慎之佑（小石川） 小林勇祐（小石川）

川森祐樹（足立学園） 川島学（足立学園）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（葛飾野）×２ ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（学習院）×２  

◆1 部リーグ 

◆2 部 DU リーグ 

◆2 部 UO リーグ 

 ※ホームページでご確認ください 
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事業部長より－DUO・E リーグの昇降格について（6/27ML 投稿より） 
Eリーグ、DUOリーグともに前期の終盤戦に突入しています。ここで、昇降格について整理してお

きたいと思います。 
Eリーグ ⇔ DUO1部 
 Eリーグ下位3チーム自動降格 ⇔ DUO1位自動昇格、DUO2位は参入戦（対RS2位）に勝利すれ

ば昇格 
DUO1部 ⇔ DUO2部 
 DUO1部下位2チーム自動降格 ⇔ DUO2部DU1位とDUO2部UO1位が自動昇格 
 これが原則。 
 

DUO1部とDUO2部の入れ替えについては原則どおりで問題ないと思います。 
問題はEリーグとDUO1部の入れ替えです。 
現在、Eリーグの下位3チームはDUO加盟チームです。順位表を見てもらえばわかると思いますが、

DUO加盟チームが下位3つを取らない可能性もあるのですが、数字の上では正直厳しそうです（該当

のチームのみなさん、ごめんなさい）。 
 
パターン1 

 EリーグからDUO1部に3チーム降格 
 DUO1部から1チーム昇格 ＝ DUO1部は後期10チーム 

パターン2 
 EリーグからDUO1部に3チーム降格 
 DUO1部から2チーム昇格 ＝ DUO1部は後期9チーム 
 
このパターン1,2が可能性として高そうなパターンだと思います。当然その他のパターンもあるわけ

ですが、いずれにせよ08年度後期DUO1部が9チームor10チームになることの意見を聞かせて欲しい

と思います。 
DUO1部からさらにもう1チーム、2チーム落として8チームにするという考え方もあると思います。

ただ、今までの流れは8チームにこだわらず、9チーム、10チームになってもいいじゃないかという考

えが強かったように思います。しかし、Eリーグ、地区トップリーグ、さらにはTリーグとのリンクな

ど将来のことを考えると、いろんなパターンが考えられると思います。DUOリーグ1部は8チームと決

めてしまって、原則2チーム入れ替えだけど、状況によっては3,4チームが降格することもあるという

のもすっきりした考え方でいいのではないかとも思います。 
 

事業部長原案 
・今年度後期DUO1部は9チームor10チームでも行う。(最終日の設定をどうするか） 
・来年度からDUO1部は8チームで編成するものと確定し、今までの原則＋フレキシブルな昇降格を実

施する。 
どうでしょうか？ 原案に対するご意見お聞かせください。よろしくお願いします。 

 
※本件については7月19日のDUOリーグ会議にて最終決定します（チェアマン） 
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チェアマンより－トロフィーの完成間近！ 
 7月9日（水）19：00～20：30に筑波大学附属高校体育教官室にて、DUOリーグ・スタッフ会議が

開かれました。中塚チェアマン、玉生事業部長、丸山企画部長と、KOSUGE1-16の土谷享さん、DUO
リーグ卒業生でサロン2002会員の中村敬さんが出席（神宮司管理部長は欠席）し、前期総括・DUO
会議準備と、DUOリーグ・アウォーズ、トロフィーがない！プロジェクトの今後を話し合いました。 
 DUOリーガーの「履き古した靴」から採取された革のピースはいま、佐藤一朗さん（靴郎堂本店／

靴アーティスト／靴創家）のアトリエで、徐々に「トロフィー」として生まれ変わろうとしています。

制作過程の写真を見せてもらいましたが、あっと驚く斬新なトロフィーになりそうで、とても楽しみ

で、わくわくしています。 
 7月19日（日）のDUOリーグ・アウォーズでは、まずはじめにDUOリーグのあゆみを簡単に振り返

りながら、「トロフィーがない！」プロジェクト誕生の経緯を確認します。そして、多くのDUOリー

ガーが関わった「靴磨き・靴解体講習会」を、写真や動画を交えて振り返りつつ、アーティスト・佐

藤さんの制作過程を紹介していきます。そしてDUOリーグ1部表彰式です。 
 現在、DUOリーグ・アウォーズの出席者を確認しています。当初「各クラブ2～3名は派遣してくだ

さい」と言っていましたが、せっかくの機会ですので、もっと大勢で参加していただいてかまいませ

ん。これから12年間は使うことになる「DUOリーガーによるトロフィー」のお披露目に、是非お立ち

会いください！ また、関係者だけでなく、友人・知人へもご案内ください。 
記 

名称：2008 年度前期 DUO リーグ・アウォーズ 
主催：DUO リーグ 
日時：2008（平成 20）年 7 月 19 日（土） 15：30～16：30（15：00 受付開始） 
会場：駒込中学校 2F・視聴覚教室 
  南北線「本駒込駅」下車 徒歩 3 分（1 番出口もしくはエレベーター） 
  千代田線「千駄木駅」下車 徒歩 5 分(1 番出口)、都営三田線「白山駅」下車 徒歩 7 分(A3 出口) 
  詳しくは以下をご参照ください 

http://www.komagome.ed.jp/traffic/traffic.html 
内容：１）DUO リーグのあゆみと「トロフィーがない！」プロジェクト誕生の経緯 
   ２）「DUO リーグのトロフィーがない！」プロジェクトの概要－トロフィー制作過程を中心に 
   ３）DUO リーグ 1 部表彰式（トロフィーお披露目） 

４）E リーグおよび DUO リーグ 2 部 結果発表ほか 
参加申込：DUO クラブ … 7 月 12 日（土）までに、以下をチェアマンまでご返信ください。 
     その他の方…所属・氏名・連絡先をチェアマンまでお知らせください（書式は問いません）。 
問い合せ：DUO リーグチェアマン 中塚義実 ynakatsuka2002@kza.biglobe.ne.jp 
備考：「DUOリーグ・アウォーズ」終了後、同会場にて17：00～19：00まで「DUOリーグ会議」が、

その後場所を変えて19：15～21：30頃まで「懇親会」を予定しています。 
***************************参加申込フォーマット**************************** 
クラブ名：              記載責任者氏名： 
■15：30～16：30 の「DUO リーグ・アウォーズ」参加人数は、合計  名です。 

内訳は、高校生  名、指導スタッフ  名、保護者  名、卒業生  名です。 
■17：00～19：00 の「DUO リーグ会議」出席者数は、合計  名です。 

クラブの代表権を持って出席するのは、（氏名       ／立場       ）です。 
■19：15～の「懇親会」参加人数は、   名です。 
 参加予定者は（氏名                           ）です。 
*************************************************************************** 
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※靴磨き・解体講習会の参加者数を大至急報告してください！ 
 「靴磨き・解体講習会」の実施状況が報告されていないクラブがあります。 

報告があったクラブは以下の10クラブです。これ以外の17クラブは大至急報告してください。 
学習院、FC西巣鴨03、向丘、小石川、豊南、淑徳巣鴨、文京、江北、城西、筑波大附、 

【報告内容】(Eメールにて送信してください) 
 １）靴磨き講習会開催日時・会場・参加者数（学年・男女別） 
 ２）靴解体講習会開催日時・会場・参加者数（学年・男女別） 
※１）２）が同日開催の場合はその旨記載のこと 
 

チェアマンより－DUO リーグ会議と懇親会 
 7 月 19 日（日）の DUO リーグ・アウォーズに引き続き、同会場にて 17：00～19：00 まで「DUO
リーグ会議」が開かれます。議題は下記の通りです。担当ごとに準備を進めるとともに、クラブ員と

しての自覚と責任を持って会議に臨んでください。 
各クラブから必ず 1 名、クラブを代表して決定権を持つ方が出席してください。クラブ代表者が出

席できない場合、代理を立てていただくことになります。代理者は高校生でもかまいませんが、「話が

よくわからないんですけど」というのは困ります。また、代理出席の方は、会議後に必ず内容をクラ

ブ代表者に報告するとともに、そこでどのような議論が為されたのかを、すべてのクラブ員が共有で

きるようにしてください。 
DUO 会議には、クラブを代表する方以外でも参加できます。クラブ関係者（高校生・スタッフ・

保護者・卒業生）だけでなく、DUO リーグに興味を持っておられる方、高校生のスポーツ活動に関

心をお持ちの方、スポーツが好きな方など、どなたでも参加可能です。こうした「オブザーバー」は、

採決に加わることはできませんが、自由に意見を述べることができます。 
今回は特に、DUO リーグ・アウォーズに引き続いての開催となります。より多くの方に「オブザ

ーバー」としてご参加いただき、DUO リーグの運営の一端をのぞいていただければと思います。 
DUO クラブ以外の「オブザーバー」については、できれば事前にチェアマンまでご連絡ください。 

記 
名称：2008 年度前期 DUO リーグ会議 
主催：DUO リーグ 
日時：2008（平成 20）年 7 月 19 日（土） 17：00～19：00 
会場：駒込中学校 2F・視聴覚教室 
議題：以下のとおり（各担当は準備を進めておいてください） 
Ⅰ.チェアマンより 
 ・「トロフィーがない！」プロジェクトの今後 
 ・「B ヴィレッジ」および「B ヴィレッジフェスティバル」について 
 ・リーグ運営について－特に試合結果の把握と連携 
Ⅱ．2008 年度前期（第 25 回）DUO リーグについて（報告・審議） 

１．経過・結果報告（各リーグ責任者） 
・Ｅリーグ（小金丸）・１部リーグ（梶山）・２部 DU リーグ（永井）・2 部 UO リーグ（清水） 

２．各賞選出 
Ⅲ．2008 年度後期（第 26 回）DUO リーグについて（審議） 

０．新規加盟クラブの紹介（もしあれば） 
１．後期リーグの準備について（玉生事業部長） 

１）後期参加チーム数の確認 
２）Ｅリーグ（8 チーム）構成チームの確認 



2008ＤＵＯリーグ通信 
 

 7 

３）１部リーグ構成チームの確認（昇降格問題） 
４）２部リーグの編成 
５）各リーグの役割分担と会議日程の決定 

   ①リーグ日程の確認 … 8 月末～12 月 23 日（土）（この日が DUO 会議）が候補 
 ②第 1 回リーグ会議の日程決定 

   1 部リーグは 7 月中～遅くとも 8 月初旬に…そこでリーグ日程を確定してもらいたい 
   2 部リーグはそれを受けて、8 月中旬～下旬までに 
   遅くとも 8 月 23 日（選手権予選最終日）には全ての準備が終わっているように 

６）その他の日程と手順の確認 
Ⅳ．各担当より（報告･審議） 
１．事業部門（玉生事業部長） 

・審判部（担当：文京・小石川） 
・技術部（担当：豊島・郁文館） … DUO リーグ選抜・交流戦 

２．管理部門（神宮司管理部長） 
 ・経理（担当：向丘・豊南・駒込） 
 ・広報（担当：淑徳巣鴨・豊島学院）…プログラムについて（準備日程／業者の変更など） 
 ・規律（担当：京華・足立学園・城西）…前期中にあったこと 
３．企画部門（丸山企画部長） 
 ・地域活動推進部（文京区:昭和一・日大豊山／豊島区:立教池袋・本郷／足立区:都足立：足立工） 
 ・医・科学活動推進部（担当：江北・養和・巣鴨） 
Ⅴ．その他 
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2008.7.10.

都豊島 筑波大附 都小石川 学習院 関東一 足立学園 都葛飾野 京華 勝点 差

都豊島 ○５－３ ●０－１ △３－３ △１－１ ○２－１ △１－１ 9 2

筑波大附 ●３－５ ○６－２ ○３－０ ○５－０ ●２－８ ○４－２ 12 6

都小石川 ●２－６ ●２－３ ●０－１ ○３－２ ●０－６ ●１－２ 3 -12

学習院 ○１－０ ○３－２ ●２－３ ○５－２ ●１－４ ○１－０ 12 2

関東一 △３－３ ●０－３ ○１－０ ○３－２ ●１－３ ○７－０ 10 4

足立学園 △１－１ ●０－５ ●２－３ ●２－５ ○３－１ 4 -7

都葛飾野 ●１－２ ○８－２ ○６－０ ○４－１ ○３－１ ●１－３ ○５－０ 15 19

京 華 △１－１ ●２－４ ○２－１ ●０－１ ●０－７ ●０－５ 4 -14

2008.7.10.

都江北A 本郷θ 豊島学院A 郁文館A 都文京 都足立 都竹早 巣鴨B 勝点 差

都江北A ●１－２ ○４－０ ○３－１ ●１－４ ○７－０ ●０－２ 9 7

本郷θ ○２－１ △１－１ ○３－２ ●０－２ ●１－４ ○４－０ 10 1

豊島学院Ａ ●０－４ △１－１ ●２－４ ○２－１ ●０－５ △２－２ ○５－０ 8 -5

郁文館Ａ ●１－３ ●２－３ ○４－２ △１－１ ●０－４ ●２－３ △１－１ 5 -6

都文京 ○４－１ ○２－０ ●１－２ △１－１ ●１－３ 7 2

都足立 ○４－１ ○５－０ ○４－０ ○８－０ ○３－１ 15 22

都竹早 ●０－７ ●０－４ △２－２ ○３－２ ○３－１ ●０－８ ●０－２ 7 -18

巣鴨Ｂ ○２－０ ●０－５ △１－１ ●１－３ ○２－０ 7 -3

豊南 昭和一 立教池袋 日大豊山 淑徳巣鴨 城西 江北B 勝点 差

豊　南 ○５－1 ●０－３ ●０－４ △１－１ 4 -3

昭和一 ○４－０ ●０－４ ○２－０ 6 2

立教池袋 ●１－５ ●０－４ ●１－３ △０－０ ●１－３ ●０－５ 1 -17

日大豊山 ○３－０ ○４－０ ○３－１ △０－０ ○10－０ 13 19

淑徳巣鴨 ○４－０ ●０－２ △０－０ △２－２ 5 2

城 西 ○３－１ △０－０ △２－２ ○２－１ 8 3

江北Ｂ △１－１ ○５－０ ●０－10 ●１－２ 4 -6

都向丘 本郷ONE 駒込 獨協 巣鴨A FC西巣鴨03 郁文館B 勝点 差

都向丘 ○３－０ ●０－３ ●１－３ 未定 △１－１ 4 -2

本郷ONE ●０－３ △１－１ ●１－７ △４－４ ●１－４ 延期 2 -12

駒 込 ○３－０ △１－１ 延期 ●０－１ ●０－１ 延期 4 1

獨 協 ○３－１ ○７－１ 延期 ●０－６ △１－１ 7 2

巣鴨Ａ 未定 △４－４ ○１－０ △１－１ ○２－０ 8 3

FC西巣鴨03 ○４－１ ○１－０ ○６－０ △１－１ ○３－２ 13 11

郁文館Ｂ △１－１ 延期 延期 △１－１ ●０－２ ●２－３ 2 -3

平成20(2008)年度前期 　第25回ＤＵＯリーグ
　　2008年度前期（第5回）　Ｅリーグ　星取表　

　　　(DUOリーグとリバーサイドリーグによる上位リーグ）

１部リーグ

２部ＤＵリーグ

２部ＵＯリーグ

2008年度前期（第25回）　DUOリーグ　星取表

 
 


