
139点(2011.12.23.)

１位 １３点 榎本将人（郁文館）
２位 １１点 小田陽太郎（郁文館）
３位 １０点 内海賢一郎（学習院）
４位 ９点 正田航（学習院）
５位 ７点 鎌田将翔（郁文館）
６位 ５点 勝沼洋太（学習院）
７位 ４点 前川淳人（足立学園Ｂ） 矢下田雄貴（都江北Ａ） 原和弘（都小石川） 本橋銀太（都小石川）

山之内啓太（京華）
12位 ３点 榊原圭祐（学習院） 櫻井陽平（学習院）
14位 ２点 坂本卓也（郁文館） 大塚潤也（足立学園Ｂ） 木村雄真（学習院） 神山雄平（学習院）

清水直輝（都江北Ａ） 福士魁（都江北Ａ） 道上司（都江北Ａ） 湯田礼旺（都荒川商業）
櫻井聖吾（都荒川商業） 小野武礼琉（都荒川商業） 海津礼知（都小石川） 井上達裕（都小石川）
和田佑介（京華） 泉健史朗（都足立Ｂ） 伊藤祐介（都足立Ｂ） 富岡太郎（都足立Ｂ）

30位 １点 赤松輝宣（郁文館） 辻健斗（郁文館） 北村晨（郁文館） 森田洸喜（足立学園Ｂ）
東畑旭（足立学園Ｂ） 石田尾孟（足立学園Ｂ） 金子亮太（足立学園Ｂ） 力村一輝（足立学園Ｂ）
佐藤慎太朗（足立学園Ｂ） 小松田優（足立学園Ｂ） 松崎文吾（足立学園Ｂ） 磯野隼佑（足立学園Ｂ）
菅野峻也（足立学園Ｂ） 百木聖暁（足立学園Ｂ） 鈴木透（都江北Ａ） 谷村裕樹（都江北Ａ）
熊木将基（都荒川商業） 佐久間海世（都荒川商業） 杉村一樹（都荒川商業） 飯泉直矢（都荒川商業）
秋山京平（都小石川） 根本翔（都小石川） 今枝優斗（都小石川） 杉山啓斗（京華）
古泉結人（京華） オウンゴール

103点(2011.12.23.)
1位 １２点 小谷晃生（豊島学院Ａ）
２位 ７点 石井崇人（都文京Ａ） 山下風太（都竹早）
４位 ５点 市川健太（都文京Ａ）
５位 ４点 土屋宏介（豊島学院Ａ） 下川翔平（豊島学院Ａ） 川島隆生（日大豊山Ａ）
８位 ３点 納富浩雄（都文京Ａ） 安達翔梧（筑波大附） 横山浩祐（都竹早） 望月徳馬（都竹早）

１２位 ２点 恩田貴章（都向丘） 櫻井大起（豊島学院Ａ） 中村真彦（駒込Ａ） 郡悠士郎（日大豊山Ａ）
遊佐幸司（日大豊山Ａ） 早田涼（日大豊山Ａ） 園田啓太（筑波大附） 佐藤悠介（筑波大附）
笠井将宏（都竹早） 田中拓也（都江北Ｂ）

２２位 １点 矢羽田遼（都文京Ａ） 山上悠作（都文京Ａ） 秋本桂佑（都文京Ａ） 竹内充（都文京Ａ）
小沼優太（都向丘） 隈元正彦（都向丘） 田中稜也（都向丘） 若林宗太郎（都向丘）
川波祐太（豊島学院Ａ） 真貝春信（豊島学院Ａ） 緑川雅俊（豊島学院Ａ） 山本一也（豊島学院Ａ）
小野貴則（豊島学院Ａ） 内田恵輔（駒込Ａ） 大湊崇寛（駒込Ａ） 外川一洸（駒込Ａ）
西野颯眞（日大豊山Ａ） 高橋侑（日大豊山Ａ） 氣賀信太朗（筑波大附） 黒川幸一郎（筑波大附）
黒沼楓人（都竹早） 諸星権弥（都竹早） 佐瀬雅之（都江北Ｂ） 佐藤凪彦（都江北Ｂ）
宮武雄大（都江北Ｂ） 朝倉和哉（都江北Ｂ) 鈴木透（都江北Ｂ） 清水直樹（都江北Ｂ）

72点(2011.12.21.)
１位 ９点 符毅修（巣鴨A）
２位 ７点 阿部統（巣鴨A）

３位 ５点 粕谷成（淑徳巣鴨Ａ） 川辺光貴（獨協）
５位 ３点 大湊崇寛（駒込B）
６位 ２点 西川駿（淑徳巣鴨Ａ） 田山雄基（淑徳巣鴨Ａ） 中村康人（淑徳巣鴨Ａ） 坂本匡哉（都江北Ｃ）

西勝生（巣鴨A） 岩田啓明（獨協） 山本一也（豊島学院Ｃ） 横溝健登（駒込B）
１３位 １点 木村広大（駒込B） 貴志亮也（駒込B） 藤ノ木圭太（駒込B） 武居瞭（淑徳巣鴨Ａ）

田巻雄太（淑徳巣鴨Ａ） 西脇海祐（淑徳巣鴨Ａ） 中村一貴（淑徳巣鴨Ａ） 沼崎拓弥（獨協）
佐藤秀（獨協） 広田肇（獨協） 新屋勇太郎（獨協） 上野大志（城西Ｂ）
市川大二郎（城西Ｂ） 藤木裕也（城西Ｂ） 高田一太朗（巣鴨A） 柳田強（巣鴨A）
西脇時雄（巣鴨A） 福田舜（巣鴨A） 山岸宙令（巣鴨A） 山田地平（豊島学院Ｃ）
田島直紀（豊島学院Ｃ） 砂川遼太（豊島学院Ｃ） 植田勢仁郎（豊島学院Ｃ） 上村勇人（豊島学院Ｃ）
高橋蕗人(都江北Ｃ） 飯田亮太(都江北Ｃ） オウンゴール（駒込B）

１位 ５点 近石 大輝(郁文館B)
２位 ４点 清水 星希(立教池袋) 青木 雄平(城西A) 大久保 幸也(都豊島B) 八木澤 峻(文中選)

千葉 裕太(中大高)
７位 ３点 曽根　崇知 (巣鴨B) 重宗 大貴(巣鴨B) 臼井 俊(立教池袋) 石上 貴之(中大高)

佐藤 雄輝(中大高) 中村 恭平(文中選)
１２位 ２点 林 卓人(郁文館B) 上野大樹(郁文館B) 大矢 一登(都豊島B) 横須賀 友哉(都豊島B)

松川 哲郎(都豊島B) 古角 優弥(立教池袋) 松永 陽太郎(立教池袋) 早川 雅宏(巣鴨B)
藤田 大志(中大高) 小田 大貴(中大高) 小池 笙太(中大高) 加山 大雅(文中選)

２３位 １点 山本 宗太(立教池袋) 桜井 英暢(立教池袋) 若林 佑帆(立教池袋) 辻 健斗(郁文館B)　
木原 光貴(郁文館B) 村上 健也(郁文館B) 加藤 義元（郁文館B） 坂本 篤洋(都豊島B)
久保田 裕規(都豊島B) 野口　航太(都豊島B) 五十嵐 駿(都豊島B) 小長谷 将太(都豊島B)
小山 圭吾(都豊島B) 越川 学(中大高) 山崎 亮汰(中大高) 氏家 幌登(巣鴨B)
中町 健太郎(文中選) 野口 優斗(文中選) 岡村 誠一郎(文中選)

69点(2011.12.22.)

１位 ６点 安田邑太（FC西巣鴨03）
２位 ５点 廣田直樹（豊单）
３位 ４点 伊藤和正（豊单） 糸井勇太（豊单） 廣川龍弥（都文京Ｂ）
６位 ３点 内山功一朗（豊島学院Ｂ） 篠崎怜欧(昭和一)
７位 ２点 浅野雄斗（都文京Ｂ） 多田有佑（FC西巣鴨03） 江頭翔大(昭和一) 小泉健太(昭和一)

田中裕太（豊单） 中津川雄平（都文京Ｂ） 伊井秀斗（日大豊山Ｂ）
梅原寛樹(昭和一) 野田妙樹(昭和一)

１５位 １点 柴田皓平（豊島学院Ｂ） 山本一也（豊島学院Ｂ） 功刀雅也（豊島学院Ｂ） 小林弘大（都文京Ｂ）
三ツ矢道弘（FC西巣鴨03） 小山大地（FC西巣鴨03） 渡辺賢斗（淑徳巣鴨Ｂ） 大野魁斗（淑徳巣鴨Ｂ）
金子樹（淑徳巣鴨Ｂ） 小沢卓也（FC西巣鴨03） 鈴木英晴（FC西巣鴨03） 高野洸斗（淑徳巣鴨Ｂ）
濱田純（豊单） 鈴木祥(昭和一) 鈴木涼平（淑徳巣鴨Ｂ） 小久保翔貴(昭和一)
村上昌也（豊单） オウンゴール(昭和一) 藤井雄大(日大豊山Ｂ) 佐々木諒(日大豊山Ｂ)
高橋リオ（豊单） 篠田康太（豊单）

２０１１年度後期（第３２回）ＤＵＯリーグ　
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＜2部D＞
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＜2部O＞

＜1部プリンス＞

86点(2011.12.22.)


