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2009.7.13.（中塚義実） 

2009ＤＵＯリーグ通信 No.7 
 前期 DUO リーグの最終日まであとわずか。1 部リーグは 7 月 16 日が、2 部リーグは 7 月 17 日が最

終日です。7 月 19 日には DUO リーグアウォーズと DUO 会議が予定されています。 
メーリングリストでは試合結果や集計結果が流されていますが、ホームページが現在休止状態とな

っているため全体像がみえにくい状態になっています。7 月 12 日までの試合結果と集計結果を報告し

ます。漏れているゲームがあったら至急報告してください。 
 

7 月 19 日（日）は DUO ﾘｰｸﾞｱｳｫｰｽﾞと DUO 会議 
■7月19日の時程 
 7月19日（日）はDUOリーグ・イベントデーになります。以下をご確認ください。 
【会場】筑波大学附属中高 グラウンド・育鳳館 
【時程・内容】 

10：00 DUOリーグ2部チャンピオンシップ：DUリーグ優勝チームvsUOリーグ優勝チーム 
    ※審判員募集中（小石川高校・長山まで） 
11：15～15：00 DUOリーグ選抜交流戦 

11：15～11：30 受付 
11：30～12：00 チーム決め・ウォーミングアップ 
12：00～15：30 交流戦 
※参加希望者は、定刻までにグラウンドに直接来て受付を済ませてください 

 16：00～17：00 DUOリーグ・アウォーズ（於育鳳館） 
 17：00～19：00 DUOリーグ会議（於育鳳館） 
 19：00～    懇親会 
注）DUOリーグ・アウォーズとDUOリーグ会議は、いつもの会議室ではなく、附属中学の育鳳館で

行います（高校校舎が耐震工事中のため）。校門入って右側、テニスコートと中学校舎の間を通り抜

けた奥にある、平屋の講堂です。 
 
■DUOリーグ・アウォーズ 
 各クラブ3名程度は参加するようにしてください（これだけで約90名です）。クラブ代表者（指導者）

だけでなく、DUOリーガーやマネージャー、あるいは卒業生や保護者の参加も大歓迎です。 
 「DUOリーグのトロフィーがない！」プロジェクトから進化した「スキンプロジェクト」について、

スライドや動画で紹介した後、1部・2部の表彰式に移ります。Eリーグの表彰は、ここではありませ

んが、すべてのDUOクラブが参加するようにしてください。 
 
■DUOリーグ会議 
 いつものようにクラブを代表して決定権を持つ方が出席してください。クラブ代表者が出られない

場合、代理の方の出席をお願いしますが、「話がわかりません」では困ります（最近こういうケースが

増えており、困っています）。また、会議の内容を代表者にしっかり伝えていただくのは当然です。 
 この日はDUOリーグ・アウォーズで多くの方が集まってくるので、せっかくですから時間の許す限

り、DUOリーグ会議にオブザーバーとして参加いただくのもよいかと思います。 
 議題・進行はいつものとおりです。各リーグ代表者はA4判1枚程度の資料を用意して、前期リーグ

の総括をしてください（そこに会場別試合数一覧を掲載してください。試合数の多いクラブにモルテ

ンからボールが提供されます）。 
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また、担当業務については関係者であらかじめ打ち合わせの上、資料を用意しておいてください。 
 

■リーグごとの日程調整会議 
後期リーグの構成がまだ決まらないので、この日に開催するのは難しいでしょうが、後期リーグの

日程調整を 8 月上旬には終えておく必要があります。昨年は、7 月 19 日の DUO 会議のあと、E リー

グ代表者会議を 7 月 20 日（日）に、1 部リーグ会議を 8 月 8 日（金）、2 部リーグ会議を 8 月 14 日（木）

に行っています。参考まで。 
 
■昇降格について 
 Eリーグから何チーム降格し、何チーム昇格するのか（1部1位は決まっていますが、1部2位はリバ

ーサイドリーグ2位と参入戦、勝った方が昇格です）にもよりますが、「後期は8チーム」ということは

すでに確認されています。そのことを前提として、各チームのモチベーションを高めて残り試合に臨

んでください。2部から1部へは2チームは昇格します。 
 

試合結果（～7 月 12 日） 
注１）スコアの次の（ ）は、（キックオフ／主審氏名・所属：評価／副審・所属）を表す 
◆DUO リーグ 
☆6月13日（土）＜都足立高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ４－１（1-0,3-1） 郁文館（13：08／熱尾茂樹：足立学園：5・5） 
      得点者…都足立：鈴木健夫、大室翔平、和田康平、金野洋佳 
          郁文館：須賀大 
1部ﾘｰｸﾞ 足立学園 ４－０（2-0,2-0） 駒 込（16：45／安藤亮：都足立コーチ：5・5） 
      得点者…足立学園：鬼塚潤平(2)、平野和佑、山田大樹 
            
☆6月27日(土)＜都豊島高校G＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 ２－２（1-1,1-1） 都小石川（14：00／市川琢磨：都豊島コーチ：5・5） 
      得点者…都豊島：須之内健太、糸山隆志 
          都小石川：小岩謙一郎(2) 
      警 告…小石川：高久悠輝（遅延行為） 
☆6月28日（日）＜都豊島高校Ｇ＞ 
2部DU 昭和一 ３－１（0-0,3-1） FC西巣鴨03（11：30／永井直樹：昭和一教諭：4・5） 
      得点者…昭和一：斉藤駿平（2）、宮崎颯 
           西巣鴨：金子芳也 
☆7月4日（土）＜都足立高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ４－３（2-0,2-3）足立学園（16：00／安藤亮：都足立コーチ：5・5） 
      得点者…都足立：三枝純幸(2)、鈴木健夫、金野洋佳  
          足立学園：東畑収、奥勇人、石川優真 
☆7月12日（日）＜筑波大学附属高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都小石川 １－０（0-0,1-0） 筑波大附 

（10：00／江口勝彦・都豊島教諭：4・4／竹内・高橋） 
      得点者…都小石川：井戸克哉 
      警 告…筑波大附：三井護（ラフプレー） 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 ３－１（2-0,1-1） 郁文館 

（11：40／長山拓郎・都小石川教諭：5・5／吉岡・上田） 
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      得点者…都豊島：千崎尉一朗(2)、矢口健太郎 
          郁文館：守屋達雄 

＜都立江北高校Ｇ＞ 
2部DU 都江北B ２－２（1-0,0-0） FC西巣鴨03 

（13：30／櫻井晃・都江北2年：3・3／米本仁・鶴羽佑也） 
      得点者…都江北B：斎藤一輝、古藤勇稀 
          FC西巣鴨03：唐沢貴也、多田有佑 

＜本郷高校Ｇ（主催・本郷）＞ 
2部UO 淑徳巣鴨A ３－１（1-0,2-1） 本郷ONE 

（17：20／室橋善仁・淑徳巣鴨教諭：5・3／岡野・笠井） 
      得点者…都江北B：斎藤一輝、古藤勇稀 
          FC西巣鴨03：唐沢貴也、多田有佑 
 

順位表（～7 月 12 日） 
◆DUO リーグ 
＜1 部リーグ＞ 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 都豊島 5勝 1敗 1分 19 23 14 9 1

2 筑波大附属 5勝 3敗　分 15 18 13 5 1

3 京　華 4勝 1敗 2分 14 18 10 8 1

4 都足立 4勝 1敗 1分 13 21 14 7 3

5 郁文館 4勝 4敗 1分 13 21 18 3 0

6 都小石川 4勝 3敗 1分 13 21 23 -2 1

7 都文京 3勝 6敗　分 9 17 23 -6 0

8 足立学園 2勝 5敗 2分 8 19 22 -3 0

9 駒　込 2勝 5敗　分 6 12 20 -8 2

10 日大豊山 2勝 6敗　分 6 15 28 -13 1  
＜2 部 DU リーグ＞ 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 豊島学院A 3勝　敗1分 10 20 4 16 2

2 昭和一 3勝　敗1分 10 12 3 9 2

3 豊　南 3勝2敗　分 9 13 12 1 1

4 獨　協 2勝2敗1分 7 13 13 0 1

5 FC西巣鴨03 2勝3敗1分 7 10 14 -4 0

6 都江北B 勝2敗2分 3 10 14 -4 1

7 淑徳巣鴨B 勝４敗1分 1 4 22 -18 1  
＜2 部 UO リーグ＞ 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 巣鴨A 4勝　敗1分 13 14 3 11 1

2 淑徳巣鴨A 4勝1敗　分 12 18 4 14 1

3 都向丘 3勝3敗　分 9 10 14 -4 0

4 城　西 2勝2敗1分 7 12 13 -1 1

5 立教池袋 2勝3敗　分 6 13 13 0 1

6 豊島学院B 2勝3敗　分 6 6 8 -2 1

7 本郷ONE 勝5敗　分 0 5 23 -18 1  
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得点ランキング（～7 月 12 日） 
◆DUO リーグ 
＜1 部リーグ＞181 点（都豊島 3-1 京華の 4 ゴールは、得点者不明のため含まれていない） 

1位 9点 小岩謙一郎（小石川）

2位 8 松岡雄介（郁文館）

3位 6点 千崎尉二朗（豊島） 白鳥雄平（都文京） 柁原悟（都文京）

6位 5点 青木直人（豊島） 内田大貴（都足立） 中山達矢（筑波） 石川優真（足立学園）

大澤健人（駒込） 吉澤匠（京華）

12位 4点 辻川敦也（日大豊山） 杉山龍一（駒込） 藤原一将（郁文館）

15位 3点 郡翔太郎（日大豊山） 和田康平（都足立） 三枝純幸（都足立） 小林勇祐（小石川）

中塚亮太（筑波） 新井俊亮（足立学園） 鬼塚潤平（足立学園） 苦瀬勇二（京華）

小口翔平（郁文館）

24位 2点 佐藤壮真（日大豊山） 東原巧次朗（都豊島） 金野洋佳（都足立） 鈴木健夫（都足立）

高橋海（小石川） 松木翔彦（小石川） 長井佑樹（筑波） 仁木亮輔（京華）

麻貴紀（京華） 須賀大介（京華）

34位 1点 大澤佑太（日大豊山） 黒澤晃（日大豊山） 田中浩太（日大豊山） 丸山湧人（日大豊山）

高嶋亮平（日大豊山） 小林怜弘（日大豊山） 草場正道（都豊島） 冨山祐生（都豊島）

清水謙吾（都豊島） 木村敦史（都豊島） 須之内健太（都豊島） 糸山隆志（都豊島）

矢口健太郎（都豊島） 松本拓也（都文京） 頓所晃尚（都文京） 折井敦郎（都文京）

津久井康介（都文京） 小池紘史（都文京） 大室翔平（都足立） 金子博樹（都足立）

金澤考宏（都足立） 丹沢正義（都足立） 加藤肇彬（都足立） 高橋世治（都足立）

神殿尚明（小石川） 本橋銀太（小石川） 柳下大祐（小石川） 高久悠輝（小石川）

井戸克哉（小石川） 室谷祐樹（筑波） 端崎大介（筑波） 八田良樹（筑波）

三井譲（筑波） 白松昌起（筑波） 中島聡（筑波） 根本義規（筑波）

大金優樹（足立学園） 小松田優（足立学園） 栗城諒一（足立学園） 山本拓也（足立学園）

平野和佑（足立学園） 山田大樹（足立学園） 東畑収（足立学園） 奥勇人（足立学園）

全将希（駒込） 本田裕之（駒込） 須貝仁（駒込） 増子翔太（京華）

三戸哲郎（京華） 秋田敬（京華） 鈴木慎一郎（京華） 前澤翔（京華）

植田卓矢（郁文館） 伊藤渉（郁文館） 奥健太郎（郁文館） 守屋達雄（郁文館）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（筑波）  
 
＜2 部 DU リーグ＞ 82 点 

1位 9点 中山景（豊島学院A）

2位 7点 斉藤駿平（昭和一）

3位 6点 斉藤貴哉（豊南） 清瀬拓也（豊南）

5位 5点 小林伸二（豊島学院A）

6位 4点 豊口貴大（獨協）

7位 3点 千丈直人（獨協） 中山聡（FC西巣鴨） 奥山竜之介（豊島学院A） 安田邑太（FC西巣鴨）

齋藤一輝（江北B）

12位 2点 舛谷隆之（江北B） 安井隼人（淑徳巣鴨B） 宮崎颯（昭和一）

15位 1点 梅田圭祐（獨協） 藤井義隆（獨協） 今枝遼（獨協） 榊山洋貴（獨協）

石崎準人（獨協） 田中佑弥（獨協） 藤澤潤（豊島学院A） 佐藤翔太（豊島学院A）

佐々木速人（豊島学院A） 笹川雄基（豊南） 関戸光史（江北B）　 鹿野拓也（江北B）

磯貝祐（江北B） 松野祐希也（江北B） 古藤勇稀(江北B） 飯島郷（昭和一）

江幡敬（昭和一） 遠藤将光（昭和一） 浦大二郎（淑徳巣鴨Ｂ） 岡田快太（淑徳巣鴨B）

宮沢俊（FC西巣鴨） 金子芳也(FC西巣鴨) 唐沢貴也(FC西巣鴨) 多田有佑(FC西巣鴨)  
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＜2 部 UO リーグ＞ 78 点 

1位 7点 結城貴弘（城西）

2位 6点 石橋浩平（淑徳巣鴨Ａ）

3位 5点 安井隼人（淑徳巣鴨A）

4位 4点 吉原俊行（向丘） 植松優一（立教池袋）

6位 3点 武井秀文（巣鴨）

7位 2点 砂本達也（淑徳巣鴨Ａ） 椿恭平（向丘） 浅野拓也（豊島学院B） 中川主税（巣鴨）

川上兼堂（巣鴨） 西慶三（巣鴨） 森貴大（立教池袋） 佐藤正隆（城西）

五十嵐顕司（向丘） 谷崇彦（立教池袋）　 奥田圭（城西）

18位 1点 谷口優太（城西） 星野太一（巣鴨） 松永浩亮（巣鴨） 上和野翔太（巣鴨）

田地野将太（巣鴨） 野川博嗣（巣鴨） 川元祥孝（豊島学院B） 藤原真之（豊島学院B）

木村恵太（豊島学院B） 光清拓也（豊島学院B） 長田優太（立教池袋） 伊藤佑太（立教池袋）

ｳｫｰﾘｰｱﾚｯｸｽ慶（立教池袋） 水穂優太（立教池袋） 加藤達真（淑徳巣鴨Ａ） 中間堅太郎（淑徳巣鴨A）

山下修(淑徳巣鴨A) 坪井渉(淑徳巣鴨A) 松永智（本郷ONE） 岡村健太郎(本郷ONE)

斉藤秋希（本郷0NE） 池田佳司（本郷ONE） 飯田拓郎（向丘） 福島敦(向丘）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（豊島学院） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（城西） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（豊島学院）  
 
※7 月 12 日に行われた（はずの）E リーグの結果がまだ届かないため、今号には掲載しませんでした。 
※1 部リーグの都豊島 vs 京華については、スコアのみ把握できましたが、試合の詳細がわかりません。

至急メーリングリストに投稿してください。 
※この他にも、試合を行ったが結果に反映されていないゲームがありましたら、至急メーリングリス

トに投稿してください。 
※今週実施予定の試合については、試合終了後、できるだけ速やかに、メーリングリストに投稿して

ください。 
 

おまけ：7月16日（木）サロン2002月例会は「南アフリカ」がテーマ！ 
 サッカー・スポーツを通しての21世紀のゆたかなくらしづくりを“志”とする異業種ネットワーク、

「サロン2002」の月例会のお知らせです。「南アフリカ」のレポートです。面白いですよ。 
記 

【日 時】2009年7月16日（木）19：00～21：00（その後「ルン」予定） 
【会 場】筑波大学附属高校3F会議室（東京都文京区大塚1-9-1） 
【テーマ】2010年南アフリカ大会へ向けて－コンフェデ杯報告（仮題） 
【報告者】田村修一（サッカージャーナリスト、アナリスト） 
【概 要】日本代表のワールドカップ出場も決まり、皆さんの次の関心事はワールドカップの開催さ

れる南アフリカ共和国のことではないでしょうか？ そこで南アフリカで開催中のコンフェデレー

ションズカップを現地で観戦した田村さんに、南アフリカの現状を報告いただきます。 
報告の概要は次のとおりです 
１）南アフリカという国：南アは本当に危険な国か？ 
２）コンフェデレーションズカップの組織と運営：本大会は大丈夫か？ 
３）コンフェデレーションズカップで明らかになった世界のトレンド 
４）日本代表の成功への鍵と課題 

【参加申し込み】DUOリーグ関係者で参加を希望する方は、中塚義実までご連絡ください。参加費は

1,000円ですが、初回参加者は参加費無料です。 
以上 
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2009.6.22.

都城東 修徳A 関東一 学習院 本郷θ かえつ有明 都江北A 修徳B 勝点 差

都城東 △３－３ ○４－１ ○４－０ ●０－２ ●０－１ ●１－６ 7 -1

修徳A ○２－１ ○２－１ ○11－０ ○５－０ ●１－３ ○３－２ 15 17

関東一 △３－３ ●１－２ △３－３ ○４－３ ●０－２ ●２－３ 5 -3

学習院 ●１－４ ●１－２ ○２－１ △１－１ ●０－１ ●２－４ 4 -6

本郷θ ●０－４ ●０－11 △３－３ ●１－２ ●０－６ ●１－２ 1 -23

かえつ有明 ○２－０ ●０－５ ●３－４ △１－１ ○４－３ ●２－３ 7 -4

都江北A ○１－０ ○３－１ ○２－０ ○１－０ ○６－０ ●３－４ 15 11

修徳B ○６－１ ●２－３ ○３－２ ○４－２ ○２－１ ○３－２ 15 9

2009.7.13.

都足立 足立学園A 筑波大附 都豊島 京　華 都小石川 都文京 日大豊山 郁文館 駒　込 勝点 得失差

都足立 ○４－３ ●２－４ △３－３ ○４－１ ○４－２ ○４－１ 13 7

足立学園A ●３－４ ●２－３ ●１－３ △０－０ ○４－２ ●２－５ ●１－３ △２－２ ○４－０ 8 -3

筑波大附 ○３－２ ●１－３ ●１－２ ●０－１ ○４－１ ○５－２ ○２－１ ○２－１ 15 5

都豊島 ○４－２ ○３－１ ○３－１ ○３－１ △２－２ ○４－３ ●１－３ ○３－１ 19 9

京　華 △３－３ △０－０ ○２－１ ●１－３ ○６－０ ●１－２ ○２－１ ○３－０ 14 8

都小石川 ●２－４ ○１－０ △２－２ ●０－６ ○３－１ ○６－１ ●３－６ ○４－３ 13 -2

都文京 ●１－４ ○５－２ ●１－４ ●３－４ ○２－１ ●１－３ ○３－０ ●１－３ ●０－２ 9 -6

日大豊山UNO ●２－４ ○３－１ ●２－５ ○３－１ ●１－６ ●０－３ ●１－２ ●３－６ 6 -13

郁文館 ●１－４ △２－２ ●１－２ ●１－３ ●１－２ ○６－３ ○３－１ ○２－１ ○４－０ 13 3

駒　込 ●０－４ ●１－２ ●０－３ ●３－４ ○２－０ ○６－３ ●０－４ 6 -8

2009.7.12.

豊島学院A FC西巣鴨03 昭和一 都江北B 獨　協 淑徳巣鴨B 豊　南 勝点 差

豊島学院A ○５－０ △２－２ ○５－２ ○８－０ 10 16

FC西巣鴨03 ●０－５ ●１－３ △２－２ ○３－０ ○３－１ ●１－３ 7 -4

昭和一 ○３－１ ○５－２ △０－０ ○４－０ 10 9

都江北B △２－２ △２－２ ●２－５ △２－２ ●２－３ 3 -4

獨　協 ●２－５ ●０－３ △２－２ ○６－１ ○３－２ 7 0

淑徳巣鴨B ●０－８ ●１－３ △０－０ ●１－６ ●２－５ 1 -18

豊　南 ○３－１ ●０－４ ○３－２ ●２－３ ○５－２ 9 1

2009.7.12.

巣　鴨 城　西 立教池袋 淑徳巣鴨A 本郷ONE 豊島学院B 都向丘 勝点 差

巣　鴨 △１－１ ○２－１ ○６－１ ○１－０ ○４－０ 13 11

城　西 △１－１ ●１－７ ●０－４ ○９－１ ○１－０ 7 -1

立教池袋 ●１－２ ○７－１ ●０－５ ○２－１ ●３－４ 6 0

淑徳巣鴨A ○４－０ ○５－０ ○３－１ ●０－１ ○６－２ 12 14

本郷ONE ●１－６ ●１－９ ●１－３ ●２－４ ●０－１ 0 -18

豊島学院B ●０－１ ●１－２ ○１－０ ○４－２ ●０－３ 6 -2

都向丘 ●０－４ ●０－１ ○４－３ ●２－６ ○１－０ ○３－０ 9 -4

　　2009年度前期（第7回）　Ｅリーグ　星取表　

２部ＤＵリーグ

２部ＵＯリーグ

平成21(2009)年度前期 　第27回ＤＵＯリーグ

　　　(DUOリーグとリバーサイドリーグによる上位リーグ）

2009年度前期（第27回）　DUOリーグ　星取表
１部リーグ

 
 


