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2009.12.4.（岸卓巨） 

2009ＤＵＯリーグ通信 No.15（後期 No.6） 
 2009 年度後期ＤＵＯリーグ終了まで 1 カ月を切りました。今回は、新型インフルエンザ流行の影響

もあり、予定通り行えなかった試合も多くありますが、グラウンドの空き状況も共有しながら、リー

グ全体で最後までやりきることができればと思います。今回のＤＵＯ通信では、12 月 23 日のＤＵＯ

イベントデ―についての案内（要出欠返信）もありますので、必ずご確認ください。 
 

１２月２３日はＤＵＯイベントデ―！！ 参加者募集 

１２月２３日のイベントデ―について技術部長山氏、中塚チェアマンからのメールを抜粋してお伝え

いたします。 
 
１２月２３日ＤＵＯイベントデ―スケジュール（会場：筑波大附属高校） 
１０：３０～ 靴磨き講習会  
１２：００～ ＤＵＯ選抜交流会受付 
１２：３０～１６：００ ＤＵＯ選抜交流会+コインケース作り  
１７：００～１９：００ ＤＵＯ会議 

 

◆靴磨き講習会 

靴磨き講習会は、昨年から何度か行っているものです。今回は「靴磨き」を中心に行いますが、時間

がある人は「解体」までやってもらうとよいでしょう。本年度まだやっていないクラブはこの機会に

是非参加してください。またこれは、実際にやってこそ意味がある（伝達講習には向かない）ので、

まだやっていない DUO リーガーは是非参加してください。準備の都合がありますので、こちらも 12

月 18 日までに、参加の可否にかかわらずご連絡ください。（中塚） 

◆DUO 選抜交流戦 

当日来た選手をごちゃ混ぜにしてチームを作り試合を行い交流させたいと思っております。以前行っ

た交流会ではどうしても試合の待ち時間に同じ学校で固まってしまったり、一人になってしまったり

ということがありました。今回は待ち時間を利用してコインケース作りとセットで考えていますので

よろしくお願い致します。最後に時間があればＤＵＯ選抜チーム対三菱養和の試合などが出来ればと

思います。たくさんの指導者の方々の参加もよろしくお願い致します。（長山） 
◆コインケースづくり 
DUO選抜交流戦参加者を対象に、「使い古したサッカーボールでできたコインケース」をつくります。 
交流戦の合間に、当日分けられたチームごとにコインケースづくりに取り組もうという企画です。 
よって、DUO 選抜交流戦参加者は、コインケースづくりのための持ち物も必要になってくるかと思

います（佐藤さん、持ち物を教えてください）。素材の準備がありますので、事前に人数の把握が不可

欠です。（中塚） 
◆DUO 会議 
17：00～19：00 の予定で、筑波大学附属高校会議室にて行います。各リーグ代表は自分のリーグの

進捗状況と課題を報告できるようにしておいてください。また組織図上の各担当は、自分の役割につ

いて説明ができるようにしておいてください。特に「地域活動推進部」は、積極的な活動が報告でき

るよう、準備しておいてください（「やろうと思っています」の時代は過ぎました）。会議へは「時間

厳守」でお願いします。万が一遅れてくる場合でも、その時間帯の議事進行に対して責任を持って発

言できる人を、「クラブ代表代理」として派遣してください。もちろん不在であった時間帯の議事内容
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については、その方とクラブ代表が責任を持って確認してください。クラブとしての「欠席」があり

得ないのは言うまでもありません。 
 

◆返信用フォーム 

 ということで、12 月 23 日の「靴磨き講習会」「DUO 選抜交流戦＆コインケースづくり」の出欠を、

12 月 18 日までに、以下のフォームを用いてクラブごとにご連絡ください。もちろん、一日通しての

参加も OK です。参加の可否にかかわらず、全クラブが必ず返信してください。よろしくお願いします。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊返信用（12 月 18 日まで）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

クラブ名： 

記載責任者： 

◆靴磨き講習会について 

 参加人数 … 大人 名、中学生 名、高校生 名、計  名、 

◆DUO 選抜交流戦＆コインケースづくり 

 参加人数 …  大人 名、中学生 名、高校生 名、計  名 

 内 訳  … 参加者の（氏名・ポジション・年齢または学年）を記載してください 

 

試合結果（～12 月 1 日） 
◆DUO リーグ 
☆10月1日（木）＜都立荒川商業高校Ｇ＞ 

2部Ｄリーグ 都荒川商 ３－１（2-１,1-0） 巣鴨Ａ 

（／横掘裕也・荒商教諭：5・5／小山（荒川商）大西（巣鴨）） 

得点者…都荒川商：山崎凌(3) 

    巣鴨Ａ：田地野将太 

 

☆11月18日（水）＜駒沢補助Ｇ＞ 

2部Ｕ リーグ 駒込 ４－１（1-１,3-0） 都文京Ａ 

（17：20／細野篤伸・駒込２年：3・3／前島（駒込）・法師（文京）） 

得点者…駒込：藤ノ木圭太(3)、井上拓哉 

    都文京Ａ：渡辺拓也 

 

☆11月20日（金）＜都立文京高校Ｇ＞ 

2部Ｏ リーグ 足立学園 ３－０（1-0,2-0） 都文京Ｂ 

（17：00／梶山嘉則・文京教諭：5・4／法師・品川（文京）） 

得点者…足立学園：山田大樹、平島大樹、高橋翔平 

警告…足立学園：和田拓人（ラフプレー） 

 

☆11月21日（土）＜東海大学高輪台高校総合Ｇ＞ 

2部Ｕリーグ 駒込 ０－０（0-0,0-0） 都竹早 

（17：20／平畑佑輔・駒込コーチ：5・5／唐沢（駒込）・竹下（竹早）） 

☆11月22日（日）＜都立文京高校Ｇ＞ 

2部Ｏリーグ 昭和一 ２－０（0-0,2-0） 都文京Ｂ 

（9：30／永井直樹・昭和一教員：4・5／平山・坂本） 
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得点者…昭和一：花香亮平・吉田悠馬 

        ＜都立小石川高校Ｇ＞ 

2部Ｄリーグ 立教池袋 ３－２（3-1,0-1） 巣鴨Ａ 

（15：00／加藤邦晃・立教コーチ：5・5／飛田・大西） 

得点者…立教池袋：伊藤佑太(2)、横山佳津雄 

    巣鴨Ａ：田地野将太(2) 

 

☆11月23日（月）＜都立文京高校Ｇ＞ 

2部Ｕ リーグ 都文京Ａ ６－０（1-0,5-0） 淑徳巣鴨Ｂ 

（9：30／梶山嘉則・文京教員：4・5／古山・望月（文京）） 

得点者…都文京Ａ：中村義博(2)、佐藤晃圭(2)、渡辺拓也、津久井康介 

＜都立江北高校Ｇ＞ 

2部Ｏ リーグ 都江北Ｃ ７－０（3-0,4-0） 昭和一 

（15：30／玉山哲史郎・江北教諭：5・5／米本・皆川） 

得点者…都江北Ｃ：スミス・ラティーフ(2)、池田 秀平(2)、鹿野拓也、松野祐希也、中山蓮  

2部Ｄ リーグ 豊島学院Ｃ ５－２（0-2,5-0） 都江北Ｂ 

（16：50／玉山哲史郎・江北教諭：5・5／北島・皆川） 

得点者…豊島学院Ｃ：大田駿(2)、大鷹悠馬、宮嶌晃大、斉藤仁志 

都江北Ｂ：鶴巻正樹(2)  

 

☆11月23日（月）＜都立荒川商業高校Ｇ＞ 
2部Ｄリーグ 都荒川商 ６－１（0-0,6-1） 文京区中学生選抜 

（13：30／横掘裕也・荒川商業教諭：5・5／澤野・岸） 

得点者…都荒川商：山崎 凌(3)、宮谷圭介、佐藤武俊、椎名良太郎 

    文京区中学生選抜：一迫勇貴 

         

☆11月24日（火）＜小石川運動場（主催：郁文館）＞ 

1部リーグ 豊島学院Ａ １－０（0-0,1-0） 郁文館 

（17：00／平野雅之・郁文館ＯＢ：5・5／阿部峻・田中敬祐） 

得点者…豊島学院Ａ：在原健太郎 

警 告…郁文館：須賀大介（反スポ） 

 

☆11月29日（日）＜都立荒川商業高校Ｇ＞ 

2部Ｄリーグ 立教池袋 ４－０（3-0,1-0） 豊南 

（16：00／早川幸治・豊島学院教諭：5・5／鈴木・三輪（豊島学院1年）） 

得点者…立教池袋：谷宗彦(2)、清水瞭、伊藤佑太 

警告…豊南：神戸駿（ラフプレー） 

2部Ｄリーグ 文京区中学生選抜 ５－１（3-0,2-1） 豊島学院Ｃ 

（17：30／ウォーリーアレックス慶（立教池袋２年生）4・5／小林・富永） 

得点者…文京区中学生選抜：平田揆一(3)、榎本将人(2) 

豊島学院Ｃ：宮嶌晃大 

警 告…豊島学院Ｃ：大鷹悠馬（反スポ） 
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＜豊島区三芳Ｇ＞ 

2 部Ｕ リーグ 都豊島Ｂ ４－０（1-0,3-0） ＦＣ西巣鴨０３ 

（14：30／岸弘之・FC 西巣鴨 03：2・5／戸塚・小野高（FC 西巣鴨 03）） 

得点者…都豊島Ｂ：上ノ内、坂口、平松(2) 

順位（～12 月 1 日） 
◆1部リーグ（2009.11.27.）

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2分 11 12 6 6 2

2 都豊島A 3勝　敗　分 9 10 1 9 4

3 本郷θ 2勝1敗1分 7 12 3 9 3

4 郁文館 2勝2敗１分 7 11 10 1 2

5 学習院 2勝2敗１分 7 8 9 -1 2

6 筑波大附 2勝2敗1分 7 8 15 -7 2

7 京　華 1勝3敗　分 3 7 13 -6 3

8 淑徳巣鴨A 勝5敗　分 0 2 13 -11 2  
◆2部Dリーグ（2009.12.1.） 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 都小石川 5勝　敗1分 16 24 5 19 1

2 都荒川商 4勝　敗3分 15 20 7 13 0

4 立教池袋 4勝2敗1分 13 19 13 6 0

3 巣鴨A 3勝3敗1分 10 19 20 -1 0

5 文京区中学選抜 3勝4敗　分 9 19 18 1 0

6 豊島学院C 1勝5敗　分 3 10 28 -18 1

7 都江北B 勝4敗2分 2 6 20 -14 1

8 豊　南 勝2敗2分 2 3 9 -6 3  
◆2部Uリーグ（2009.12.1.） 

        

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 駒　込 3勝　敗１分 10 19 3 16 3

2 FC西巣鴨03 3勝　敗　分 9 15 2 13 4

3 豊島学院B 2勝1敗2分 8 13 8 5 2

4 都豊島B 2勝　敗2分 8 5 1 4 3

5 都文京A 2勝1敗1分 7 12 5 7 3

6 都竹早 2勝2敗　分 6 7 6 1 3

7 淑徳巣鴨B 勝5敗　分 0 2 20 -18 2

8 城　西 勝5敗　分 0 4 32 -28 2  
◆2部Oリーグ（2009.11.24.） 

        

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 都江北C ３勝　１敗　1分 10 21 6 15 2

2 日大豊山 ３勝　敗　分 9 13 4 9 4

3 昭和一 ３勝　２敗　分 9 5 12 -7 2

4 足立学園 ２勝　敗　1分 7 10 2 8 4

5 都向丘 ２勝　１敗　１分 7 10 10 0 3

6 獨　協 １勝　３敗１分 4 11 16 -5 2

7 本郷ONE １勝　4敗　分 3 7 11 -4 2

8 都文京B 1勝　５敗　分 3 4 20 -16 1  
注）Eリーグについては現時点で詳細不明のため最新情報の記載はできません。 
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得点ランキング（～12 月 1 日） 
◆1部リーグ 70点 

1位 ５点 藤井悠也（学習院） 佐々木速人（豊島学院）

３位 ４点 齋藤佑貴（本郷） 伊澤伸哉（豊島）

５位 3点 守屋達雄（郁文館） 森谷昴介（京華） 谷幸生（本郷） 石井章一郎（本郷）

９位 2点 田中友樹(筑波大附） 野口裕暁（豊島） 稲次智也（豊島） 椎野大貴（郁文館）

須賀大介(郁文館) 石野高哉（豊島学院）

１５位 1点 堀川航太郎（学習院） 宮澤幸大（学習院） 長手達哉（学習院） 苦瀬勇二(京華)

栗原直斗（京華） 半田伸太郎（郁文館） 草場正道(豊島） 椎木奨吾（淑徳巣鴨）

富山祐生（豊島） 釼持貴弘（本郷） 中山景（豊島学院） 本風人（豊島学院）

園田啓太(筑波大附） 池田直人（筑波大附属） 高安直翔（筑波大付） 成瀬友隆（淑徳巣鴨）

田中敬祐（豊島学院） 馬場哲（豊島学院） 久場翔平（本郷） 横井哲也（郁文館）

山本健人（京華） 麻貴紀（京華） 水間洋文（筑波大付） 三井譲（筑波大付）

中塚亮太（筑波大付） 植田卓矢（郁文館） 中村将也（郁文館） 在原健太郎（豊島学院）  
◆2部Dリーグ（120点） 
１位 ８点 山崎凌（荒川商）

２位 ７点 平田揆一（文中選）

３位 ６点 神殿尚明（小石川）

４位 ５点 谷崇彦（立教池袋） 清水瞭（立教池袋） 田地野将太（巣鴨Ａ）

７位 ４点 榎本将人（文中選） 横山佳津雄（立教池袋）

９位 ３点 本橋銀太（小石川） 西慶三（巣鴨Ａ） 符毅修（巣鴨Ａ） 宮谷圭介（荒川商）

太田駿（豊島学院Ｃ） 宮嶌晃大（豊島学院Ｃ伊藤佑太（立教池袋）

１６位 ２点 吉原大貴（巣鴨Ａ） 張亨碩（巣鴨Ａ） 渡邉高浩（小石川） 柳下大祐（小石川）

本橋銀太（小石川） 岡本清孝（江北Ｂ） 鶴巻正樹（江北Ｂ） 一迫勇貴（文中選）

重富一輝（荒川商） 岸寛人（荒川商） 佐藤武俊（荒川商） オウンゴール（巣鴨）

２８位 １点 鎌田将翔（文中選） 荒木雄太（文中選） 大久保友貴（文中選） 河田拓也（文中選）

楢橋弘隆（文中選） 平野正貴（文中選） 宮川禎貴（江北Ｂ） 古藤勇稀（江北Ｂ）

原和弘（小石川） 上田明秀（小石川） 井戸克哉（小石川） オウンゴール（小石川）

井戸克哉（小石川） 迎智之（小石川） 鈴木啓真（小石川） 高橋海（小石川）

湯河健（立教池袋） 鈴木俊央（立教池袋）斉藤仁志（豊島学院Ｃ） 大鷹悠馬（豊島学院Ｃ）

高橋寛史（豊島学院Ｃ） 小泉快生（豊島学院Ｃ） 椎名良太郎（荒川商）態岡英之（荒川商）

河上悠也（荒川商） 山下淳（巣鴨Ａ） 光岡東伯（巣鴨Ａ） 竹澤拳（巣鴨Ａ）

杉本慎太郎（豊南） 五十嵐康太（豊南） 村上真也（豊南）  
◆2部Uリーグ（92点） 

１位 ６点 中村義博（文京Ａ）

２位 ５点 小池紘史（文京Ａ） 井上拓哉（駒込）

４位 ４点 菅原健太（豊島学院Ｂ） 川口翔大（駒込） 平松海（豊島Ｂ）

７位 ３点 多田有佑（ＦＣ西巣鴨） 亀子湧生（駒込） 藤ノ木圭太（駒込）

１０位 ２点 安田邑太（ＦＣ西巣鴨） 米倉淳平（ＦＣ西巣鴨） 杉山健太（ＦＣ西巣鴨） 井手景介（Ｆ西巣鴨）

西村大輝（駒込） 大澤健人（駒込） 平山晃（駒込） 石原遼也（文京Ａ）

小林大洋(竹早） 小泉浩輝（豊島Ｂ） 佐藤晃圭（文京Ａ） 渡辺拓也（文京Ａ）

津久井康介（文京Ａ）

２３位 １点 羽根忠弘（豊島学院Ｂ） 光清拓也（豊島学院Ｂ） 宮嶌晃大（豊島学院Ｂ） 山口弘樹（豊島学院Ｂ）

田中敬祐（豊島学院Ｂ） 山崎眞門（豊島学院Ｂ） 浅野拓也（豊島学院Ｂ） 斎藤仁志（豊島学院Ｂ）

佐々木洪宇（豊島学院Ｂ） 清水駿（城西） 増田俊大（城西） 菊池悠平（城西）

田島裕貴（城西） 清水崇史（駒込） 新宅将人（駒込） 山崎寛人（ＦＣ西巣鴨）

中山聡（ＦＣ西巣鴨） 三ツ矢道弘（ＦＣ西巣鴨） 石黒光平（ＦＣ西巣鴨） 清水健太（竹早）

小林（竹早） 島田優（竹早） 田口清明（竹早） 堀江（竹早）
日野聡太（淑徳巣鴨Ｂ）  本橋龍介（淑徳巣鴨Ｂ） 井上貴文（豊島Ｂ） 坂口（豊島Ｂ）

上ノ内（豊島Ｂ）  
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◆2部Oリーグ（８１点） 

１位 6点 吉原俊行（向丘）

２位 4点 斉藤一輝（江北Ｃ） 沖山遼（本郷）

４位 3点 田中佑弥（獨協） 有山　哲哉（獨協） 辻川敦也（日大豊山）山田大樹（足立学園）

スミス・ラティーフ（江北池田秀平（江北Ｃ）

１０位 2点 後郷諭（獨協） 星野　与至（昭和一）梶山　裕貴（向丘） 高橋翔平（足立学園）

田中浩太(日大豊山） 磯辺隼(日大豊山） 山下源太（足立学園）白石哲也（文京Ｂ）

小澤健太（江北Ｃ） 大原仁（江北Ｃ） 吉田悠馬（昭和一） 鹿野拓也（江北Ｃ）

松野祐希也（江北Ｃ） 岡村　健太郎（本郷）　

２４位 １点 郡翔太郎（日大豊山）東龍次（日大豊山） 北原嵩大（日大豊山）小林怜弘（日大豊山）

花香亮平（昭和一） 萩原成哉（江北Ｃ） 平島大樹（足立学園）中山連(江北Ｃ）

橋本　崇弘（獨協） 鈴木諒（獨協） 大竹勇志（日大豊山）松葉　広昭（獨協）

五十嵐顕司（向丘） 権田恵介（向丘） 保坂勘介（江北Ｃ） 山中忍（日大豊山）

品川太陽（文京Ｂ） 荒川聡一郎（足立学園大金優樹（足立学園）望月匠（文京Ｂ）

馬場琢也（本郷）  
 

以上 
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2009.10.31.

修徳A 都江北A 修徳B かえつ有明 都城東 都紅葉川 都足立 安田学園 勝点 差

修徳A 12月13日 ○４－３ (○5-3）

都江北A ○４－０ ○４－１ ○３－２

修徳B （○4-3）

かえつ有明 12月19日

都城東 ●３－４ 12月19日 （○4-0）

都紅葉川 ●０－４ 12月23日

都足立 （●3-5） ●１－４ （●3-4） （●0-4） ○２－１

安田学園 ●２－３ ●１－２

※Eリーグの結果については現時点で不明（都足立3連戦についても未解決）

2009.11.27

学習院 本郷θ 都豊島A 京　華 筑波大附 郁文館 淑徳巣鴨A 豊島学院A 勝点 差

学習院 ●０－４ ○１－０ ●２－３ △２－２ ○３－０ 7 -1

本郷θ ○４－０ ●０－１ ○６－０ △２－２ 7 9

都豊島A ○１－０ ○４－０ ○５－１ 9 9

京　華 ●０－１ ●３－６ ○２－０ ●２－６ 3 -6

筑波大附 ○３－２ ●０－６ ●０－４ ○４－２ △１－１ 7 -7

郁文館 △２－２ ○６－３ ●２－４ ○１－０ ●０－１ 7 1

淑徳巣鴨A ●０－３ ●１－５ ●０－２ ●０－１ ●１－２ 0 -11

豊島学院A △２－２ ○６－２ △１－１ ○１－０ ○２－１ 11 6

2009.12.1

都小石川 巣鴨A 豊　南 立教池袋 都江北B 都荒川商 豊島学院C 文中選抜 勝点 差

都小石川 ○７－１ ○４－０ ○５－０ △１－１ ○３－１ ○４－２ 16 19

巣鴨A ●１－７ △２－２ ●２－３ ○３－１ ●１－３ ○６－１ ○４－３ 10 -1

豊　南 △２－２ ●０－４ △０－０ ●１－３ 2 -6

立教池袋 ●０－４ ○３－２ ○４－０ △１－１ ●１－４ ○８－１ ○２－１ 13 6

都江北B ●０－５ ●１－３ △１－１ △２－２ ●２－５ ●０－４ 2 -14

都荒川商 △１－１ ○３－１ △０－０ ○４－１ △２－２ ○４－１ ○６－１ 15 13

豊島学院C ●１－３ ●１－６ ●１－８ ○５－２ ●１－４ ●１－５ 3 -18

文京区中学選抜 ●２－４ ●３－４ ○３－１ ●１－２ ○４－０ ●１－６ ○５－１ 9 1

2009.12.1

都文京A 駒　込 城　西 FC西巣鴨03 豊島学院B 淑徳巣鴨B 都竹早 都豊島B 勝点 差

都文京A ●１－４ ○９－１ ●１－３ △１－１ ○６－０ ○１－０ 10 10

駒　込 ○４－１ ○６－０ ○５－１ ○７－１ △０－０ △１－１ 14 19

城　西 ●１－９ ●０－６ ●２－９ ●１－５ ●０－３ 0 -28

FC西巣鴨03 ○３－１ ○８－１ ○４－０ ●０－４ 9 9

豊島学院B △１－１ ●１－５ ○９－２ ○２－０ △０－０ 8 5

淑徳巣鴨B ●０－６ ●１－７ ●０－２ ●１－８ ●０－２ ●0-1 0 -24

都竹早 ●０－１ △０－０ ○５－１ ●０－４ ○２－０ 7 1

都豊島B △１－１ ○３－０ ○４－０ △０－０ ○１－０ 11 8

2009.11.24

足立学園 日大豊山 昭和一 獨　協 都向丘 本郷ONE 都文京B 都江北C 勝点 差

足立学園 ○６－１ ○３－０ △１－１ 7 8

日大豊山 ○４－２ ○５－０ ○４－２ 9 9

昭和一 ○２－１ ●０－４ ○１－０ ○２－０ ●０－７ 9 -7

獨　協 ●１－６ ●１－２ △３－３ ○４－１ ●２－４ 4 -5

都向丘 ○４－０ △３－３ ○２－１ ●１－６ 7 0

本郷ONE ●２－４ ●０－１ ●１－４ ●１－２ ○３－０ 3 -4

都文京B ●０－３ ●０－５ ●０－２ ○４－２ ●０－３ ●０－５ 3 -16

都江北C △１－１ ●２－４ ○７－０ ○６－１ ○５－０ 10 15

２部Ｏリーグ

２部Ｄリーグ

２部Ｕリーグ

平成21(2009)年度後期

　　　(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

　　2009年度後期（第28回）　ＤＵＯリーグ　星取表　

　　第28回ＤＵＯリーグ
　　2009年度後期（第8回）　Ｅリーグ　星取表　

 


