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2013ＤＵＯリーグ通信 No.4 
 今回のＤＵＯ通信では 2013年度前期リーグ 4月 30日から 5月 12日までの試合結果をお伝えします。 
 試合結果についてはＤＵＯリーグホームページでもご覧いただけます。ぜひご確認ください。 

ＤＵＯリーグホームページ：http://www.duoleague.com/ 
 

試合結果（4 月 30 日～5 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）を表す。 
◆DUO リーグ 
☆5 月 6 日（月）＜都立小石川高校Ｇ（主催：都小石川）＞ 

1 部 UO リーグ 都小石川 3－3（1-2,2-1) R.本郷 

（12:30／山井秀臣：足立学園：5・5／中村航大、梶原駿（足立学園）） 
得点者…都小石川：井上達裕、佐々木大成、豊原広大 

    R.本郷：飯塚崇公、柳亨祐、高坂圭一 

1 部 UO リーグ 豊島学院 A 4－1（1-1,3-1) 足立学園 B 

（16:10／長山拓郎：都小石川：5・5／小川遼平、早坂啓徳（都小石川）） 
得点者…豊島学院 A：諸田瞬、森下拓実、伊藤拓実、砂川遼太 

    足立学園 B：東畑旭、横田覚 

 

＜筑波大学附属高校Ｇ（主催：筑波大附）＞ 

1 部 DU リーグ 筑波大附 A 1－0（1-0,0-0) 昭和一 A 

（9:30／栗山孝幸：都足立西教諭：4・5／稗田大輔・中井貫太（都足立西 2 年）） 

得点者…筑波大附 A：川島武士 

2 部 U リーグ 都足立西 2－1（0-1,2-0) 筑波大附 B 

（11:05／杉山崇斗：京華 3 年：5・5／橋田征憲・村越雄大（京華生徒）） 

得点者…都足立西：高橋航、増田涼平 

    筑波大附 B：香取慧 

 

＜筑波大学附属高校Ｇ（主催：中大高）＞ 

1 部 DU リーグ 京華 2－1（1-0,2-0) 日大豊山 A 

（12:30／蓑田直哉：筑波大附 OB：5・5／安達稜、谷中伸宇（筑波大附 2 年）） 

得点者…京華：杉山啓斗２ 

    日大豊山 A：高橋瑛裕 

警告…日大豊山 A：中澤克之（ラフプレー） 

1 部 DU リーグ 都荒川商業 3－1（3-0,0-1) 豊南 

（14:30／今野義司：中大高教員：5・4／秦賢太郎、一島裕（中大高 2 年）） 

得点者…都荒川商業：佐久間海世２、茂出木香哉 

    豊南：山崎雅弥 

1 部 DU リーグ 都文京 A 3－0（2-0,1-0) 中大高 

（15:30／小寺康彦：豊南教員：5・4／山﨑悦志、佐藤壮馬（豊南 1 年）） 

得点者…都文京 A：廣川龍弥２、伊藤大輔 

 

 

 

http://www.duoleague.com/
http://www.duoleague.com/


2011ＤＵＯリーグ通信          

 2 

＜三芳Ｇ（主催：FC 西巣鴨 03）＞ 

会場費:3500 円 費用負担クラブ:FC 西巣鴨 03 

2 部 O リーグ FC 西巣鴨 03 8－2（5-1,3-1) 城西 

（13:00／中川剛：城西教諭：4・4／門部誠司（城西 2 年）、本谷駿（城西 1 年）） 

得点者…FC 西巣鴨 03：小山大地３、安田邑太３、中山聡、渡辺晟也 

    城西：柳川敬祐、橋本力樹 

 

＜都立江北高校Ｇ（主催：都江北）＞ 

2 部 O リーグ 都江北 B 5－0（2-0,3-0) 郁文館 B 

（13:00／石原克哉：淑徳巣鴨教員：5・5／金窓寿之介、下田真太郎（淑徳巣鴨 1 年）） 
得点者…都江北 B：舘岡将之、原隼人２、林希憲、高畑友徳 

2 部 U リーグ 都江北 C 5－1（1-1,4-0) 淑徳巣鴨 B 

（14:30／志村翔平：郁文館教員：5・5／佐藤 秀飛、須藤 一輝（郁文館 1 年）） 
得点者…都江北 C：一場空杜３、白山 瑛人、渡辺 健 

    淑徳巣鴨 B：橋田拓巳 

 

＜本郷高校Ｇ（主催：本郷）＞ 

2 部 O リーグ 本郷θ 6－0（3-0,3-0) 都千早 

（13:10／萩田和幸：都千早教諭：5・3／竹内達也（都千早教諭）、李守龍（都千早生徒）） 
得点者…本郷θ：可知大揮、秋山諒太、増子遼平、鈴木健太、目野裕聖２ 

 

☆5 月 12 日（日）＜本郷高校Ｇ（主催：本郷）＞ 

2 部 O リーグ FC 西巣鴨 03 5－2（1-1,4-1) 本郷θ 

（10:30／田中勝治：FC 西巣鴨 03：3・3／小林一太、山口遼（西巣鴨中学校 3 年）） 

得点者…FC 西巣鴨 03：小山大地３、中山聡、中里直樹 

本郷θ：河野遥希、菅谷翔 

 

＜都立文京高校Ｇ（主催：都文京）＞ 

1 部 DU リーグ 都文京 A 5－1（3-0,2-1) 昭和一 A 

（10:00／穂坂亮：昭和一コーチ：4・4／小林聖佳（昭和一 2 年）、太田博也（都文京 1 年）） 

得点者…都文京 A：浅野雄斗２、山上悠作、細谷陸人、富田浩貴 

昭和一 A：福士和 

2 部 D リーグ 豊島学院 B 2－0（1-0,1-0) 都文京 B 

（11:40／松田信弘：都文京教員：5・5／小鹿友樹、浪江耀人（都文京 2 年）） 

得点者…豊島学院 B：西村航輝、山田地平 

 

＜都立文京高校Ｇ＞ 

2 部 U リーグ 都足立西 2－1（1-1,1-0) 豊島学院 C 

（9:30／早川幸治：豊島学院教諭：5・5／森野智也、山本拓也（豊島学院 2 年）） 

得点者…都足立西：高橋航、五十嵐翔太 

豊島学院 C：粂川夏樹 
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＜都立江北高校Ｇ（主催：都江北）＞ 

2 部 O リーグ 都江北 B 7－1（4-1,3-0) 駒込 B 

（13:00／國松励雄：都江北 2 年：4・4／仙石 麻弥（都江北 2 年）、日隈 慎一郎（都江北 1 年）） 

得点者…都江北 B：田中 拓也３、林 希憲２、舘岡 将之、佐藤 耕大 

駒込 B：豊田 泰海 

2 部 U リーグ 都江北 C 3－2（1-0,2-2) 日大豊山 B 

（14:30／舘岡将之：都江北 2 年：4・4／谷田慎之輔（都江北 1 年）、相浦 龍青（都江北 1 年）） 

得点者…都江北 C：林部海斗、原隼人、一場 空杜 

日大豊山 B：赤松駿、佐々木烈 
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得点ランキング（5 月 12 日時点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37点(2013.5.12.)

１位 4点 佐久間海世（都荒川商業）

２位 3点 杉山啓斗（京華）

３位 2点 廣川龍弥（都文京） 浅野雄斗（都文京） 田中裕太（豊南）

5位 1点 猪俣脩平(京華） 寺沼健翔（京華） 村山優太（京華） 深井諒一（京華）

佐藤宏平（京華） 小池笙太（中大高） 大柴侑生（中大高） 川島武士（筑波大附）

位田晃樹（都荒川商業） 茂出木香哉（都荒川商業） 堤皓介（都文京） 南木海毅（都文京）

伊藤大輔（都文京） 山上悠作（都文京） 細谷陸人（都文京） 富田浩貴（都文京）

川島隆正（日大豊山） 高橋瑛裕（日大豊山） 福士和（昭和一） 木村光（豊南）

伊藤和正（豊南） 土井康平(豊南） 山崎雅弥（豊南） オウンゴール（京華）

48点(2013.5.12.)

１位 ４点 山下風太（都竹早）

２位 ３点 佐々木大成（都小石川） 砂川遼太（豊島学院Ａ）

３位 ２点 近石大輝（郁文館Ａ） 林卓人（郁文館Ａ） 斉藤朝希（足立学園Ｂ） 横田覚（足立学園Ｂ）

小長谷将太（都豊島Ｂ） 伊藤拓実（豊島学院Ａ） 諸田瞬（豊島学院Ａ）

４位 １点 上野大樹（郁文館Ａ） 東畑旭（足立学園Ｂ） 大亀光貴（足立学園Ｂ） 諸星賢弥（都竹早）

住吉克志（Ｒ.本郷） 山崎貴大（Ｒ.本郷） 南竜仁（Ｒ.本郷） 中村太智（Ｒ.本郷）

飯塚崇公（Ｒ.本郷） 柳亨祐（Ｒ.本郷） 高坂圭一（Ｒ.本郷） 増子智也（豊島学院Ａ）

山本一也（豊島学院Ａ） 森下拓実（豊島学院Ａ） 小野貴則（豊島学院Ａ） 船津優也（豊島学院Ａ）

山田輝（駒込Ａ） 相澤雅弥（駒込Ａ） 井上達裕（都小石川） 豊原広大（都小石川）

久保田裕規（都豊島Ｂ） オウンゴール（Ｒ.本郷） オウンゴール（豊島学院Ａ） オウンゴール（都小石川）

16点(2013.5.12.)

１位 ２点 佐藤智玲（都向丘）

２位 １点 若林佑帆（立教池袋） 谷尚彦（立教池袋） 山口玲旺（立教池袋） 膝附建斗（都文京Ｂ）

森本康裕（淑徳巣鴨Ａ） 徳永哲（淑徳巣鴨Ａ） 太田篤（都向丘） 久保田連（都向丘）

須賀隼人（都豊島Ｃ） 桜木遼祐（豊島学院Ｂ） 安積幸生（豊島学院Ｂ） 加藤悠祐（豊島学院Ｂ）

西村航輝（豊島学院Ｂ） 山田地平（豊島学院Ｂ）

30点(2013.5.12.)

１位 4点 一場空杜（都江北C）

２位 3点 谷幸生（G本郷）

３位 2点 渡辺健（都江北C） 高橋航（都足立西）

５位 1点 寺島一輝（都江北C） 白山瑛人（都江北C） 林部海斗（都江北B） 原隼人（都江北B）

岩下耀司（筑波大附B） 酢谷友樹（筑波大附B） 香取慧（筑波大附Ｂ） 赤松駿（日大豊山B）

佐々木烈（日大豊山B） 五十嵐翔太（都足立西） 増田涼平（都足立西） 西川瞬（淑徳巣鴨B）

橋田拓巳（淑徳巣鴨B） 細野雅人（G本郷） 溝辺基（G本郷） 斎藤佑貴（G本郷）

藤巻壮（G本郷） 長岡佑樹（豊島学院C） 粂川夏樹（豊島学院C）

63点(2013.5.12.)

１位 ６点 小山大地（FC西巣鴨03） 林希憲（都江北Ｂ）

３位 ５点 中山聡（FC西巣鴨03）

４位 ４点 増子遼平（本郷Θ）

５位 ３点 安田邑太（FC西巣鴨03） 田中拓也（都江北Ｂ）
６位 ２点 鈴木大舟（ＦＣ西巣鴨03） 原隼人（都江北Ｂ） 舘岡将之(都江北Ｂ)　　 佐藤耕大(都江北Ｂ） 

可知大暉(本郷Θ) 秋山諒太(本郷Θ) 鈴木健太（本郷Θ）　 目野裕聖（本郷Θ）

１５位 １点 山田輝（駒込Ｂ）　 豊田泰海（駒込B） 原田大夢(本郷Θ) 那須諒太郎(本郷Θ)

河野遥希(本郷Θ) 菅谷翔(本郷Θ) 寺澤祐颯（都千早） 名尾祐馬（郁文館Ｂ）

須藤一輝（郁文館Ｂ） 林部海斗(都江北Ｂ)　　 宮武雄大(都江北Ｂ)　　 高畑友徳(都江北Ｂ） 

藤本将輝（巣鴨A）　 原澤俊憲（巣鴨A）　 岸弘之（ＦＣ西巣鴨03） 小澤卓也（FC西巣鴨03）

渡辺晟也（ＦＣ西巣鴨03） 中里直樹（ＦＣ西巣鴨03） 柳川敬祐（城西） 橋本力樹（城西）

＜1部DU＞

＜2部D＞

＜2部U＞

＜2部O＞

＜1部UO＞


