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2008.8.3.(中塚義実) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.10 
前期DUOリーグ・アウォーズとDUO会議を終えて、すでに2週間が経過しました。各クラブとも、

夏の大会、そして後期リーグへ向けて、着々と準備が進められていることと思います。 
前期の総括をいたします。特にDUOリーグ・アウォーズについて、記録にとどめておきます。 
後期の準備に関しては、添付した議事録でご確認ください。 

※朝日新聞のWEB版のAsahi.comに、DUOリーグのトロフィーの記事が載ってます！ 
http://www.asahi.com/sports/update/0719/TKY200807190126.html 

 

前期ＤＵＯリーグ試合記録（試合記録 No.13＆14 に対応） 
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28日（日）＜京華学園浦和G＞ 
Eﾘｰｸﾞ 足立学園A ２－０（0-0,2-0） 京 華（16：30／野村祐太郎：関東一） 

得点者…足立学園：金子雄樹 荒川聡一郎 
☆7月20日（日）＜安田学園鎌ケ谷Ｇ＞ 
Eﾘｰｸﾞ 関東一 １－２（1-1,0-1） 足立学園A（9：30／小林淳：安田学園コーチ） 

 得点者…関東一：市川祥太 
         足立学園A：岩堀祥大(2） 

 

◆DUOリーグ 
☆7月12日（土）＜篠崎Ｇ＞ 
2部DU 昭和一 ２－１（0-1,1-1) 豊 南（12：30／永井直樹：昭和一教諭：5・5） 
      得点者…昭和一：鈴木宏明(2) 
          豊 南：吉田良平 
      警 告…昭和一：多川裕樹（ラフプレー） 
      退 場…昭和一：斉藤芳広（ラフプレー2枚） 
☆7月15日（火）＜新荒川大橋Ｇ＞ 
2部DU 昭和一 ２－２（1-0,1-2) 城 西（15：45／永井直樹：昭和一教諭：5・5） 
      得点者…昭和一：斎藤駿平 多川裕樹 
          城 西：奥田圭 小澤信一 
         ＜豊島区立三芳G＞ 
2部UO 巣鴨Ａ ３－０（1-0,2-0) 都向丘（16：00／後藤光：巣鴨高校2年：3・3） 
      得点者…巣鴨A：川上兼堂 野川博嗣 星野太一 
☆7月17日（木）＜代々木公園Ｇ＞ 
1部 郁文館A ２－２（1-0,1-2) 巣鴨B（9：30／宮坂拓弥：駒込教諭：5・4） 
      得点者…郁文館A：守屋達雄 植田卓矢 
          巣鴨B：高橋梓(2) 
2部UO 郁文館B ０－２（0-1,0-1) 駒 込（11：20／渡邉翼：巣鴨高校2年生：5・5） 
      得点者…駒 込：大島光司 川口翔大 

http://www.asahi.com/sports/update/0719/TKY200807190126.html
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☆7月18日（金）＜駒沢第一球技場Ｇ＞ 
2部UO 駒込 ２－０（1-0,1-0) 獨 協（10：00／本郷桂太郎：獨協教諭：5・4） 
      得点者…駒 込：眞中翔太 川口翔大 
      警 告…駒 込：大澤健人 
☆7月18日（金）＜都足立高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ８－２（5-0,3-2) 都江北A（15：30／安藤亮：都足立コーチ：5・4） 
      得点者…都足立：貝森将人(5) 内田大貴 田村善弥 新井哲也 
      都江北A：竹内祐貴(2) 
      警 告…都江北A：高井琢也（ラフプレー）  

＜代々木公園Ｇ＞ 
2部UO 郁文館B ０－３（0-1,0-2) 本郷ONE（9：30／岩野英明：本郷教諭：5・5） 
      得点者…本郷ONE：劔持貴弘 斉藤雄司 久場翔平 
 

◆Eリーグ参入戦 
☆7月20日（日）＜都立葛飾商業高校G＞ （16：00／三井耕：葛飾商業高校教諭） 

本郷θ（DUO1部2位） １－０（0-0,1-0） 都城東（ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ1部3位） 
得点者…本郷θ：石井章一郎 

※この結果、本郷θが、後期Eリーグに昇格。DUOリーグ1部は9チームでい行うことになった。 
 

◆2部リーグチャンピオンシップ 
☆7月20日（日）＜筑波大附属高校Ｇ＞（10：00／横井航平：本郷：5・5） 

日大豊山UNO（DU１位） １－１(0-1,1-0) PK5－6 FC西巣鴨03（UO1位） 
 得点者…日大豊山UNO：郡翔太郎 
     FC西巣鴨03：多田有佑 
※この結果、2部リーグ優勝はFC西巣鴨03、第2位は日大豊山UNOに決定。 
※ただし、FC西巣鴨03は、1部リーグへは昇格しないことを条件に参加しているため、2部UOリーグ

からは、UOリーグ2位の巣鴨Aが1部リーグへ昇格。 
※また、DUOリーグで保留となっていた各賞について、以下のように決定。 

２部MVP：郡翔太郎（日大豊山UNO） 
優秀審判賞：横井航平（本郷3年） 

 
 

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（最終） 
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◆Ｅリーグ（総得点 129 点） 

チーム名 勝　敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 都葛飾野 5勝2敗0分 15 28 9 19 0

2 筑波大附属 5勝2敗0分 15 27 20 7 0

3 学習院 4勝3敗0分 12 16 15 1 0

4 関東第一 3勝3敗1分 10 16 13 3 0

5 足立学園 3勝3敗1分 10 12 16 -4 0

6 都豊島 2勝2敗3分 9 14 13 1 0

7 都小石川 2勝5敗0分 6 11 22 -11 0

8 京　華 1勝5敗1分 4 5 21 -16 0  
1位 11点 筒井亮（葛飾野）
2位 10点 中山達矢（筑波大附属）

6点 小岩謙一郎（小石川）
3位 5点 石黒哲雄（筑波大附属） 藤井悠也（学習院） 荒川聡一郎（足立学園）
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）

中原純（豊島）
8位 3点 束原巧次朗（豊島） 澤村将之（葛飾野） 市川翔太（関東一）
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） 岩堀祥太（足立学園） 山本慎之佑（小石川）
八田良樹（筑波大附属） 岩井翔太郎（筑波大附属） 橋淳之介（学習院） 平本貴之（学習院）

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） 横江将（学習院）
増田隼紀（京華） 和田紘明（京華） 堀江真吾（京華） 大津北斗（関東一）
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）
瀧上孝太（小石川） 松木翔彦（小石川） 小林勇祐（小石川） 川島学（足立学園）
川森祐樹（足立学園） 金子雄樹（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（総得点 120 点） 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 都足立 7勝0敗0分 21 35 5 30 0

2 本郷θ 4勝2敗1分 13 15 12 3 0

3 都江北A 3勝4敗0分 9 18 17 1 0

4 都文京 2勝3敗2分 8 11 11 0 0

5 豊島学院A 2勝3敗2分 8 12 17 -5 0

6 巣鴨Ｂ 2勝3敗2分 8 9 15 -6 0

7 都竹早 2勝4敗1分 7 9 26 -17 0

8 郁文館A 1勝4敗2分 5 12 18 -6 0  

                       

1位 14点 貝森将人(都足立)
2位 9点 内田大貴(都足立)　
3位 7点 竹内祐喜(江北A)
4位 5点 嶋村直哉(江北A)　 遠藤玲一(都文京)　 松岡雄介(郁文館A)
5位 4点 渡邊将太(郁文館A)　 菊池拓紀(豊島学院) 谷幸生(本郷)　 新井哲也(都足立)　
6位 3点 高橋和也(竹早A) 中山景(豊島学院)　 石井章一郎(本郷)
7位 2点 深見一平(江北A)　 鈴木武雄(都足立)　 坪内貴史(本郷)　 衣袋健太(本郷)　

可兒令路(都文京)　 藤原真之(豊島学院) 寺本英太(竹早A) 西慶三(巣鴨B)
高橋梓(巣鴨B)

8位 1点 中山蓮(江北A) 菅野良亮(江北A)　 明石侑三(江北A)　 高萩佳介(江北A)　
田中直貴(本郷) 小林祐貴(本郷) 新見拓馬(本郷)　 古内廉二朗(本郷)　
小菅健太郎(都文京)　 小島駿(都文京) 松本拓也(都文京) 白鳥雄平(都文京)
守屋達雄(郁文館A) 中里慶太(郁文館A) 西山駿(郁文館A) 植田卓矢(郁文館A)
持斎雄太(豊島学院) 奥山竜之介(豊島学院)　 富樫孝介(竹早A) 岡村賢人(竹早A)　
小西圭祐(竹早A) 川畑悠(竹早A) 田村善弥(都足立) 桜井龍弥(都足立)
三枝純幸(都足立)　 和田康平(都足立) 岩崎亮(都足立) 原田雄基(巣鴨B)
武井秀文(巣鴨B) 川上兼堂(巣鴨B) オウンゴール(都足立) オウンゴール(豊島学院)  
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◆2 部 DU リーグ（総得点 58 点） 

チーム名 勝　敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 日大豊山 ５勝0敗１分 16 22 1 21 0

2 昭和一 3勝１敗2分 11 11 8 3 0

3 城　西 ２勝0敗３分 9 9 6 3 未1

4 淑徳巣鴨 1勝2敗3分 6 7 7 0 0

5 都江北Ｂ １勝2敗2分 6 9 15 -6 0

6 豊　南 １勝3敗1分 4 7 11 -4 未1

7 立教池袋 0勝５敗1分 1 3 20 -17 0  

1位 7点 阿部剛士（日大豊山）
2位 5点 郡翔太郎（日大豊山）

4点 柴崎貴博（江北Ｂ）　
3位 3点 吉川正准（淑徳巣鴨） 高嶋亮平（日大豊山） 斉藤駿平（昭和一）　 結城貴弘（城西）

吉田良平（豊南）
7位 2点 大島亮治（江北Ｂ） 石橋浩平（淑徳巣鴨） 南遼太（立教池袋） 東龍次（日大豊山）

宮崎太輔（昭和一） 鈴木宏明（昭和一） 小美野裕慎（豊南）
16位 1点 佐藤聖也（城西） 中山大地（城西） 深山太久（城西） 佐藤正隆（城西）

奥田圭（城西） 小澤信一（城西） 桑内邦義（立教池袋） 舛谷隆之（江北Ｂ）
安井駿介（日大豊山）　 宮崎彰太（日大豊山） 若林健二（日大豊山） 北村俊介（日大豊山）
北原嵩大（日大豊山） 斉藤貴哉（豊南） 荒畑貴俊（豊南） 梶宏輔（淑徳巣鴨）
堀江俊一（淑徳巣鴨） 八子悟（江北Ｂ） 宮崎颯（昭和一） 多川裕樹（昭和一）
鈴木宏明（昭和一） 斉藤芳広（昭和一） オウンゴール（立教池袋）  

 

◆2 部 UO リーグ（総得点 75 点） 

チーム名 勝　敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 ＦＣ西巣鴨０３ 5勝0敗1分 16 18 4 14 0

2 巣鴨Ａ 4勝0敗2分 14 18 6 12 0

3 駒　込 3勝2敗1分 10 8 3 5 0

4 獨　協 2勝2敗1分 7 12 18 -6 0

5 本郷ＯＮＥ 1勝3敗2分 5 10 19 -9 0

6 都向丘 1勝4敗1分 4 5 13 -8 0

7 郁文館Ｂ 0勝4敗2分 2 4 12 -8 0  
1位 7点 中山聡（FC西巣鴨03）
2位 5点 杉山健太（FC西巣鴨03）
3位 4点 瓦林亘（巣鴨A） 川上兼堂（巣鴨A） 野川博嗣（巣鴨A）
6位 3点 小手川学（向丘） 梅田圭祐（獨協） 今枝遼（獨協） 星野太一（巣鴨A）

久場翔平（本郷ONE）
11位 2点 宮沢駿（FC西巣鴨03） 雁金純一（駒込） 川口翔大（駒込） 内藤仁嗣（獨協）

植田卓矢（郁文館B） 齋藤雄司（本郷ONE） 剱持貴弘（本郷ONE） 上田浩太郎（巣鴨A）
19位 1点 飯田拓郎（向丘） 松橋圭太（向丘） 千丈直人（獨協） 小林涼介（獨協）

加賀美太平（獨協） 榊山洋貴（獨協） 安田邑太（FC西巣鴨03） 鈴木大舟（FC西巣鴨03）
生出勇樹（FC西巣鴨03） 秋庭秀星（FC西巣鴨03） 神宮大輝（駒込） 西村大輝（駒込）
大島光司（駒込） 眞中翔太（駒込） 小林将大（本郷ONE） 北川智大（本郷ONE）
佐分智紀（本郷ONE） 渡邉翼（巣鴨A） 大石耕平（郁文館B） 椎名大貴（郁文館B）  

 

前期 DUO リーグ表彰 
1 部優勝チーム … 都立足立高校 
1 部 MVP … 内田大貴（都足立） 
1 部得点王 … 貝森将人（都足立）14 点 
優秀審判賞：横井航平（本郷 3 年） 

2 部優勝チーム…FC 西巣鴨 03 
2 部 MVP…郡翔太郎（日大豊山 UNO） 
2 部得点王…DU：阿部剛士（日大豊山）7 点 

UO：中山聡（西巣鴨 03）7 点

 
特別賞…三栄社（長年にわたる DUO プログラム印刷・製本への貢献に対して） 
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テーピング講習会(7/18)報告 
7月18日（金）17：30～19：30、池袋にあ

る東京リゾート＆スポーツ専門学校にて、標

記講習会が開かれました。受講したDUOリ

ーガーは右表のとおりです。 
 準備は全て、東京リゾート＆スポーツ専門

学校の学生が行いました。受講したDUOリ

ーガーも、はじめてテープを巻く者が多かっ

たようで、にぎやかに講習に取り組んでいま

した。 
 取り上げていたのは足首のテーピングだ

けでしたが、怪我をしたときのRICE処置に

ついてや、リハビリテーションの重要性、再

発予防のトレーニング法など、大切な内容が

含まれていました。 
 昨年度に引き続いてのこの時期の開催は、

ほぼ定着した感があります。準備等、大変で

しょうが、またよろしくお願いします。 
 

7 月 19 日 DUO リーグ・アウォーズ報告（チェアマンより） 
 7月19日（土）15：30～16：30、駒込中学校2F・視聴覚教室にて、2008年度前期DUOリーグ・ア

ウォーズが開かれました。90名弱の参加者の多くはDUOリーガー（高校生）でしたが、新聞記者の方

やアート・デザイン関係者、オランダのサッカークラブでトレーナーをされている方など、さまざま

な方々が参加され、注目のトロフィーお披露目の舞台が整いました。 
 司会進行役は、筑波大学附属高校OBの保持壮太郎氏。トロフィーお披露目の使者として制作者を肩

車していたのは、昭和一校OBの中村敬氏。いずれも元DUOリーガーです。次のような内容でした。 
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（中塚） 
２）「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（土谷、佐藤） 

 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 

 トロフィーが教室後方から現れたときの、会場の異様な空気が忘れられません。大笑いはしません

し、大きな感動の声も上がりません。けど、シャイな高校生の誰もが「ニヤッ」と笑みを浮かべたよ

うに感じました。制作者の佐藤いちろう氏は、3日ほど徹夜を続け（昼間は本業があるので夜間しか

作業できない）、アウォーズ当日の完成となりました。その安堵感も会場に広がっていました。世界初、

「履けない靴でできた履けるトロフィー」です。DUOリーグ1部優勝の都立足立高校にトロフィーが

授与され、「履きながら」インタビューに答えていた主将のテレ具合がまたたまりませんね…。 
 いつしか遊び心を失いかけていたDUOリーグに、スポーツ本来の“遊び心”（＝スポーツマインド）

を取り戻してくれた「トロフィーがない！」プロジェクト。いかがでしたでしょうか。もちろんこれ

で終わりではありません。詳しくは、DUO会議の議事録参照となりますが、とにかく、徹底的に“遊

ぼう！”ということをチェアマンから投げかけてたいと思います。 
 なお、本件については7月19日（土）の朝日新聞夕刊の社会面で、写真入で大きく取り上げられて

います。同じ記事を朝日新聞のWEB版のAsahi.comでみることができます。 
http://www.asahi.com/sports/update/0719/TKY200807190126.html 

参　加　高　等　学　校 男　子 女　子 性別不明 合計人数

巣鴨高等学校 5 5

学習院高等科 1 1

筑波大学附属高等学校 6 4 2 12

豊南高等学校 2 2

江北高等学校 3 3

京華高等学校 1 1

駒込学園高等学校 2 2

本郷高等学校 2 2

昭和第一高等学校 2 2

日大豊山高等学校 3 2 5

向丘高等学校 5 5

淑徳巣鴨高等学校 2 2

城西高等学校 2 2

合　計 22 16 6 44

ＤＵＯ－テーピング講習会参加者数－集計結果

 

http://www.asahi.com/sports/update/0719/TKY200807190126.html
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後期リーグの準備について 
 後期リーグヘ向けて、メーリングリストに出された情報を整理して掲載します。 
■１■リーグ編成 
●Eリーグ（8チーム） 
 （葛飾野） 筑波大附属 学習院 （関東一） 足立学園 （小岩） 都足立 本郷θ 
●DUO1部（9チーム） 
 豊島 小石川 京華 江北A 文京 豊島学院A 巣鴨B 日大豊山 巣鴨A 
●2部DUリーグ 
 竹早（1部7位） 昭和一（DU2位） 駒込（UO3位） 淑徳巣鴨A(DU4位） 
 本郷ONE（UO5位） 豊南（DU6位） 豊島学院B（新） 文京区中学選抜（新） 
●2部UOリーグ 
 郁文館（1部8位） FC西巣鴨03（UO1位） 城西（DU3位） 獨協（UO4位） 
 江北B（DU5位） 向丘（UO6位） 立教池袋（DU7位） 淑徳巣鴨B（新） 
＊カッコ内は前期リーグの順位 
 
■２■リーグ会議 
●Eリーグ 8月20日（水） 19：00～学習院 
 プログラム用のメンバー表は8月20日が〆切。松本さんから連絡あります。 
●DUOリーグ1部 8月8日（金）  18：00～都文京 
●DUOリーグ2部 8月14日（木） 18：00～都江北 
 
■３■プログラム原稿 

8月23日締切（9月1日発送） 
 早いほうが助かるとのこと 

詳細は議事録をご参照ください 
以上 
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2008.7.20.

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 ●２－３ ●０－１ △３－３ △１－１ ○２－１ △１－１ 9 1

筑波大附 ●３－５ ○６－２ ○４－３ ○３－０ ○５－０ ●２－８ ○４－２ 15 7

都小石川 ○３－２ ●２－６ ●２－３ ●０－１ ○３－２ ●０－６ ●１－２ 6 -11

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

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

足立学園 △１－１ ●０－５ ●２－３ ●２－５ ○２－１ ○３－１ ○２－０ 10 -4

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 ●０－２ ●０－５ 4 -16

2008.7.18.

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 ●２－８ ○７－０ ●０－２ 9 1

本郷θ ○２－１ △１－１ ○３－２ ●０－２ ●１－４ ○４－１ ○４－１ 13 3

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 △２－２ 5 -6

都文京 ○４－１ ○２－０ ●１－２ △１－１ ●１－３ ●１－３ △１－１ 8 0

都足立 ○８－２ ○４－１ ○５－０ ○４－０ ○３－１ ○８－０ ○３－１ 21 30

都竹早 ●０－７ ●１－４ △２－２ ○３－２ ○３－１ ●０－８ ●０－２ 7 -17

巣鴨Ｂ ○２－０ ●１－４ ●０－５ △２－２ △１－１ ●１－３ ○２－０ 8 -6

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 ●１－２ ○５－1 ●０－３ ●０－４ 未消化 △１－１ 4 -4

昭和一 ○２－１ ○４－０ ●０－４ ○２－０ △２－２ △１－１ 11 3

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 ○２－０ △０－０ ○10－０ 16 21

淑徳巣鴨 ○４－０ ●０－２ △０－０ ●０－２ △２－２ △１－１ 6 0

城 西 未消化 △２－２ ○３－１ △０－０ △２－２ ○２－１ 9 3

江北Ｂ △１－１ △１－１ ○５－０ ●０－10 △１－１ ●１－２ 6 -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 ●０－３ ●０－３ △１－１ 4 -8

本郷ONE ●０－３ △１－１ ●１－７ △４－４ ●１－４ ○３－０ 5 -9

駒 込 ○３－０ △１－１ ○２－０ ●０－１ ●０－１ ○２－０ 10 5

獨 協 ○３－１ ○７－１ ●０－２ ●１－７ ●０－６ △１－１ 7 -6

巣鴨Ａ ○３－０ △４－４ ○１－０ ○７－１ △１－１ ○２－０ 14 12

FC西巣鴨03 ○３－０ ○４－１ ○１－０ ○６－０ △１－１ ○３－２ 16 14

郁文館Ｂ △１－１ ●０－３ ●０－２ △１－１ ●０－２ ●２－３ 2 -8

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

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）

 


