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2008.7.17.(中塚義実) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.9 
前期DUOリーグの試合日は、7月18日が最終日、7月19日には「DUOリーグ・アウォーズ」と「DUO

リーグ会議」が行われます。アウォーズではいよいよ、新しいトロフィーが披露されます。 
7月16日までにMLで報告された残り試合結果を報告します。各リーグの集計担当者からは、Eリー

グ、2部DU、2部UOと報告されているので、それもあわせて記載します。 
最終的な結果は、7月19日までに、各リーグで責任を持って取りまとめておいてください。 

 

前期ＤＵＯリーグ試合記録 
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 
☆7 月 13 日（日）＜学習院高等科 G＞ 
E ﾘｰｸﾞ 都豊島 ２－３（1-0,1-3） 都小石川（10：00／岩井翔太郎：筑波大附属 3 年） 
      得点者…都豊島：中原純(2) 

都小石川：小岩謙一郎 松木翔彦 山本慎之佑 
E ﾘｰｸﾞ 筑波大附属 ４－３ (1-1,3-2) 学習院（11：50／長山拓郎：小石川教諭） 
      得点者…筑波大附：石黒哲雄（2） 中山達矢（2） 
          学習院：藤井悠也（2） 平本貴之 

警 告…学習院：宇塚芳人（ラフプレー） 
注）6月28日（土）に行われた「足立学園vs京華」は現時点で報告がなく得点者不明(スコアは2-0) 
 

◆DUOリーグ 
☆7 月 9 日（水）＜新荒川大橋Ｇ＞ 
2 部 DU 日大豊山 UNO ０－０（0-0,0-0) 城 西（15：00／嶋野雅春：城西教諭：5・5） 
☆7 月 10 日（金）＜江北橋右岸 G＞ 
2 部 DU 日大豊山 UNO ２－０ (1-0,1-0) 淑徳巣鴨（14：45／石原克哉：淑徳巣鴨教諭：5・5） 
      得点者…日大豊山 UNO：阿部剛士 群翔太郎 
☆7 月 13 日（日）＜都立文京高校 G＞ 
1 部ﾘｰｸﾞ 都足立 ３－１ (1-0,2-1) 都文京（9：30／佐藤允一：本郷高校２年：5・5） 
      得点者…都足立：新井哲也 和田康平 貝森将人 
          都文京：可兒令路 
1 部ﾘｰｸﾞ 巣鴨 B １－４ (1-3,0-1) 本郷θ（11：30／安藤亮：都足立高校コーチ：5・5） 
      得点者…巣鴨：武井秀文 
          本郷：石井章一郎(3) 谷幸生 
          ＜都立淵江高校 G＞ 
2 部 DU 江北 B １－１ (0-1,1-0) 淑徳巣鴨（９：３０／玉山 哲史郎：都江北高校教諭：5．5） 
      得点者…江北：八子 悟 
         淑徳巣鴨：堀江 俊一 
        警告…淑徳巣鴨：中間 堅太郎（遅延行為） 
          ＜大泉中央公園 G＞ 
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2 部 UO FC 西巣鴨 03 ３－０ (1-0,2-0) 都向丘（9：30／渡邉翼：巣鴨高校 2 年：4・4） 
      得点者…FC 西巣鴨 03：中山聡 杉山健太(2) 
2 部 UO 獨 協 １－７ (1-3,0-4) 巣鴨 A（11：00／松橋圭太：都向丘高校 3 年：5・5） 
      得点者…獨 協：榊山 
          巣鴨 A：瓦林亘(2) 野川博嗣(2) 川上兼堂 上田浩太郎 渡邉翼 

 
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（7 月 16 日時点） 

◆Ｅリーグ 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

都葛飾野 5勝2敗0分 15 28 9 19 0

筑波大附 5勝2敗0分 15 27 20 7 0
学習院 4勝3敗0分 12 16 15 1 0
関東一 3勝2敗1分 10 15 11 4 1
都豊島 2勝2敗3分 9 14 13 1 0

足立学園 2勝3敗1分 7 10 15 -5 1
都小石川 2勝5敗0分 6 11 22 -11 0

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）

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）

荒川聡一郎（足立学園）中原純（豊島）

8位 3点 束原巧次朗（豊島） 澤村将之（葛飾野）

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） 市川翔太（関東一） 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）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（葛飾野）×２ ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（学習院）×２  

注)6 月 28 日の足立学園 vs 京華（2-0）の 2 点については得点者不明 

 

◆1 部リーグ 

※7 月 19 日の DUO 会議の際、最新版を用意してください 
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◆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 日大豊山 5勝0敗1分 16 22 1 21 0

2 城西 2勝0敗2分 8 7 4 3 2
3 昭和一 2勝1敗0分 6 6 4 2 3
4 淑徳巣鴨 1勝2敗3分 6 7 7 0 0
5 江北Ｂ 1勝2敗2分 5 8 14 -6 1
6 豊南 1勝2敗1分 4 6 9 -3 2
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）

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

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） 斉藤駿平（昭和一）　 小美野裕慎（豊南） 吉田良平（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）
鈴木宏明（昭和一） 斉藤芳広（昭和一） 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） オウンゴール（立教池袋）  

 

◆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 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 獨　協 2勝2敗1分 7 12 16 -4 1
4 駒　込 1勝2敗1分 4 4 3 1 2
5 都向丘 1勝4敗1分 4 5 13 -8 0
6 郁文館Ｂ 0勝2敗2分 2 4 7 -3 2
7 本郷ＯＮＥ 0勝3敗2分 2 7 19 -12 1  

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）
10位 2点 宮沢駿（FC西巣鴨03） 雁金純一（駒込） 上田浩太郎（巣鴨A） 内藤仁嗣（獨協）

植田卓矢（郁文館B） 久場翔平（本郷ONE）
16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）
齋藤雄司（本郷ONE） 佐分智紀（本郷ONE） 小林将大（本郷ONE） 北川智大（本郷ONE）
剱持貴弘（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）  

 

7 月 20 日のゲームについて－E ﾘｰｸﾞ参入戦＆２部ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 
■E リーグ参入戦 
 Eリーグへの昇格チームは、DUO、RSの各リーグ１位と、「参入戦」勝利チームとなっています。

試合はすでにMLでご案内のとおり、次の日時・会場で、リバーサイドリーグの審判で開催されます。 
7月20日（日） 16:00キックオフ 葛飾商業G 
今回、両リーグ１位同志のチャンピオンシップは、当該チームの都合等により開催されないことに

なりました。 
リバーサイドリーグから、次の情報をいただきました。ご確認ください。 
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2008.7.14. Ｅリーグ参入決定戦について 
中塚先生 

お世話になります江戸川の松本です。昨日、リバーサイドで実行委員会を開き、以下のように確

認をしました 
1部リーグ順位 
 1位 小 岩  2位 修 徳  3位 城東Ａ 
Ｅリーグへの昇格について 
 1位の小岩が自動昇格の権利を有し、当該チームに意思確認 → 昇格の意思を確認 
Ｅリーグ参入決定戦への出場について 
 2位の修徳が参入決定戦出場の権利を有したので、当該チームに意思確認 
  →7/20は前日から遠征に出ていて、出場できないことが判明 
 以上から3位の城東Ａに確認 
  →7/20の参入決定戦出場可能であることを確認できました 
 以上のことから、3位の城東Ａが参入決定戦に出場することを決議しました 
参入決定戦の審判割り当てについて 
 主 審 三井（葛飾商業） 
 副審1 八木橋（墨田川3年） 
 副審2 石塚（葛飾総合） 
参入決定戦の費用について 
 主審・副審各 1,000円  1,000円×3人  ＝ 3,000円 
 会  場  費 1,000円  1,000円×1試合 ＝ 1,000円 
      計                 4,000円 
 ＤＵＯ・リバーサイド折半により各リーグ2,000円負担 
以上、ご確認いただければと思います。 
また、ＤＵＯのＥリーグ参入決定戦出場チームの状況はいかがでしょうか？ 

  
上記問いかけに対しては、現在回答できない状況です。１部リーグの集計を速やかにお願いします。 
 なお、参入戦終了後、同会場にて19：00より、Eリーグ代表者会議が予定されています。前期リー

グの総括です。当該チームの代表者は必ずご参加ください。参加できない場合は代理を立ててくださ

い（DUO会議と同様です）。よろしくお願いします。 
 
■2 部リーグ・チャンピオンシップ 
 これも ML で既報のとおりですが、以下の日時・会場で標記試合を行います。 

7月20日（日）10：00キックオフ 於筑波大附属高校 
主審は、現時点で申し出のあった本郷高校の横井君、副審については保留です（希望があればお申

し出ください）。 
両リーグとも1位は確定しているので、組合せは次のようになります。 

日大豊山 UNO（2 部 DU リーグ 1 位）vsFC 西巣鴨 03（2 部 UO リーグ 1 位） 
FC西巣鴨03は、「優勝しても1部に昇格しない」ということでDUOリーグ2部に参戦している、オー

バーエイジのいるチームです。MLに投稿された玉生事業部長の見解どおり、チャンピオンシップに

はぜひ参加して、よいゲームを見せてほしいと思います。 
「（引用）2部優勝チャンピオンシップはDUOリーグのイベントです。皆さんに賛同いただいて、DUO
リーグに加盟し参戦していただいているのですからチャンピオンシップに出場すること自体は全く問

題に無いことだと思います。したがって、1位になった場合、2部優勝チャンピオンシップに参加して

いただきたいと思います。昇降格については別問題ですね。西巣鴨は昇格しないということですので、

1位になった場合、2位のチームが昇格権を得るということにしたいと思います。（引用ここまで）」 
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7 月 19 日の行事について－DUO ﾘｰｸﾞ･ｱｳｫｰｽﾞ／会議／懇親会 
7 月 19 日（日）の参加人数を取りまとめています。ほとんどのクラブから連絡がありました。 
まだのところは大至急報告してください（靴磨き・靴解体講習会の実施状況も）。 
 

■DUO リーグ・アウォーズ 
現在、高校生 57 名、スタッフ 14 名、オブザーバー9 名の 80 名から参加申込がありました。オブ

ザーバーの中には、朝日・毎日の新聞記者の方、海外でトレーナー経験をお持ちの方、アウォーズ企

画の方と写真家の方、および司会進行の保持壮太郎氏（筑波大附属 OB／電通）、アシスタントの中村

敬氏（昭和一 OB／サロン 2002）、そしてトロフィー制作スタッフの土谷享氏(アートユニット

KOSUGE1-16）、佐藤一朗氏（靴郎堂本店／靴アーティスト）が含まれます。 
 まだ参加申込可能です。歴史的な瞬間にぜひお立会いください。 
 
■DUO リーグ会議 
 終了後、同会場で DUO リーグ会議を行います。DUO クラブ関係者は 42 名、この他「オブザーバ

ー」として参加される方もおられるので、資料は 50～60 部用意しておいてください。 
 いつも言っていますが、会議にはクラブを代表して採決権を持つ方が参加するようにしてください。

クラブ代表者が参加できない場合、高校生や卒業生、保護者の方が代理として出ていただいてかまい

ませんが、連絡を密に取り、責任を持って会議に臨むような体制をクラブとして整えてください。「聞

いていないのでわかりません」では困ります。 
 また、クラブ代表者が遅れて参加する場合や早退せざるを得ない場合、不在中の代理者を立てるか、

または委任してください（これも責任を持って）。いつしかそのあたりがルーズになってきているよう

に感じます。そして、会議に出ていなかった（ある時間不在にしていた）ことによる「温度差」が原

因のトラブルや齟齬がさまざまな場面で生じているように感じます。くれぐれもよろしくお願いしま

す。 
 議題は、前号に掲載したとおりです。各担当で準備を進めておいてください。 
 
■懇親会 
 19：00 過ぎから駒込高校近辺で懇親会を予定しています。夏の行事シーズンのためか、参加希望は

あまり多くなく、いまのところ DUO クラブ関係者だけで 8 名です。これに一般のオブザーバーの方

が加わると思います。 
 時間のある方は、是非お越しください。 
 

7 月 18 日の行事について－テーピング講習会 
ML で参加申込が為されていた、「テーピング講習会」がいよいよ明日、7 月 18 日（金）に迫りま

した。これは、東京リゾート＆スポーツ専門学校の学生たちが企画してくれるもので、昨年度に引き

続いての開催です。 
実りある実習になるよう、そしてそれぞれの現場で活用できるよう、期待しています。 
参加者は定刻（17：30）までに、会場（東京リゾート＆スポーツ専門学校）にお越しください。 

以上 
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2008.7.16.

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 ●１－３ ○７－０ 10 4

足立学園 △１－１ ●０－５ ●２－３ ●２－５ ○３－１ ○２－０ 7 -5

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

2008.7.16.

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 ○７－０ ●０－２ 9 7

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

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 △１－１ 5 -6

都文京 ○４－１ ○２－０ ●１－２ △１－１ ●１－３ ●１－３ 7 0

都足立 ○４－１ ○５－０ ○４－０ ○３－１ ○８－０ ○３－１ 18 24

都竹早 ●０－７ ●０－４ △２－２ ○３－２ ○３－１ ●０－８ ●０－２ 7 -18

巣鴨Ｂ ○２－０ ●１－４ ●０－５ △１－１ ●１－３ ○２－０ 7 -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 ○５－1 ●０－３ ●０－４ △１－１ 4 -3

昭和一 ○４－０ ●０－４ ○２－０ 6 2

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 ○３－１ △０－０ △２－２ ○２－１ 8 3

江北Ｂ △１－１ ○５－０ ●０－10 △１－１ ●１－２ 5 -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 延期 2 -12

駒 込 ○３－０ △１－１ 延期 ●０－１ ●０－１ 延期 4 1

獨 協 ○３－１ ○７－１ 延期 ●１－７ ●０－６ △１－１ 7 -4

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 延期 延期 △１－１ ●０－２ ●２－３ 2 -3

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）

 


