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2009.1.28.(中塚義実) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.18 
 年があけて1ヶ月経過しました。早いですね。 
 2部リーグの試合は12月23日に全日程を終えています。報告遅れの試合と1月25日に行われたチャン

ピオンシップの結果を掲載します。1部リーグの試合は今週末が最後です。 
このほかさまざまなイベントの報告や開催情報があります。ご確認ください。 

 

後期ＤＵＯリーグ試合結果－12 月 20 日～23 日（2 部終了）～1 月 25 日 
◆DUOリーグ（12月30日までに報告があったもの） 
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 
☆12月20日（土）＜都豊島高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 １－１(1-0,0-1) 都江北A（14：40／市川琢磨：豊島高校コーチ：5・5） 
      得点者…都豊島：岡田和樹 
          都江北：川島昭紀 
☆12月21日（日）＜立教池袋高校Ｇ＞ 
2部UO 立教池袋 ０－１(0-0,0-1) 郁文館（9：00／廣木隆志：竹早2年：3・3） 
      得点者…郁文館：藤原一将 
2部DU 都竹早 ３－１（１-1,2-0） 豊島学院B（10：30／ｳｫｰﾘｰｱﾚｯｸｽ慶：立教池袋1年：3・3） 
      得点者…都竹早：堀江勇次(2) 田中遙太 
          豊島学院：長塚 翔矢 

＜都豊島高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 ３－１(2-0,1-1) 都小石川（13：00／菊池勇太：日大豊山：5・5） 
      得点者…都豊島：岡田和樹(2) 水野利弥 
          都小石川：高橋海  

 ＜京華浦和Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 京華A ０－１(0-0,0-1) 都江北A（10：00／小島学：豊島学院コーチ：3・3） 
      得点者…都江北A：川島昭紀 
☆12 月 22 日（月）＜江北橋左岸Ｇ（主催・淑徳巣鴨）＞ 
2部UO 淑徳巣鴨B １－４（0-2,1-2） 立教池袋（14：40／室橋善仁：淑徳巣鴨教諭：5・5） 

得点者…淑徳巣鴨B：安井隼人 
    立教池袋：谷崇彦(2) 村澤慧吾 清水瞭 
警 告…立教池袋：村田侑生（ラフプレー） 
 

☆12 月 23 日（火）＜筑波大学附属高校Ｇ＞ 
2部DU 都竹早 １－０（1-0,0-0） 駒 込（9：00／吉田宏一：駒込教諭：5・5） 

得点者…都竹早：堀江勇次 
警 告…都竹早：高橋龍玄（反スポ） 

＜都江北高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都江北A ５－２（１－１）日大豊山UNO（13：30／菊池雄太：日大豊山教諭：5・5） 

得点者…都江北：新井翔太(3) 鈴木崇広 高萩佳介 
日大豊山：黒澤 晃 小林怜弘 

警 告…日大豊山：阿部剛士（ラフプレー） 
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2部UO 都江北B １－１（前後半不明） 郁文館（15：10／古澤勝志：郁文館コーチ：5・5） 
得点者…都江北B：志田佑介 

郁文館：藤原一将 
☆1 月 10 日（土）＜都立豊島高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 ４－２（0-2,4-0） 巣鴨Ａ（14：30／山井秀臣：豊島コーチ：5・5） 

得点者…都豊島：束原巧次朗(2) 伊澤伸哉 千崎尉二朗 
巣鴨Ａ：武井秀文(2) 

☆1 月 11 日（日）＜都立文京高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 京華Ａ ０－１（0-0,0-1） 都文京（14：00／渡邉翼：巣鴨2年：4・4） 

得点者…都文京：白鳥雄平 
1部ﾘｰｸﾞ 巣鴨Ａ ２－０（1-0,1-0） 巣鴨Ｂ（15：40／三田勇輝：都文京コーチ：5・5） 

得点者…巣鴨Ａ：川上兼堂 星野太一 
＜都小石川高校Ｇ＞ 

1部ﾘｰｸﾞ 都小石川 ２－１（0-0,2-1） 日大豊山UNO（13：30／長山拓郎：都小石川教諭：5・4） 
得点者…都小石川：小岩謙一郎 高橋海 

日大豊山：小林怜弘 
1部ﾘｰｸﾞ 都江北A ３－２（3-1,0-1） 豊島学院A（15：10／菊地勇太：日大豊山教諭：4・5） 

得点者…都江北：竹内祐貴(2) 新井翔太 
豊島学院：藤澤潤 佐藤翔太 

☆1 月 17 日（土）＜都小石川高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都小石川 ６－２（5-1,1-1） 都文京（14：30／梶山嘉則：都文京教諭：5・4） 

得点者…都小石川：高橋海(2) 小岩謙一郎(2) 神殿尚明 上田康貴 
都文京：新翼 松本拓也 

退 場…白鳥雄平（反スポ×2） 
警 告…柁原悟（ラフプレー） 

＜都立水元高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都江北A ４－０（2-0,2-0） 巣鴨B（15：30／吉田哲平：都江北2年：4・4） 

得点者…都江北A：竹内祐貴(3)、川島昭紀 
 

☆1 月 18 日（日）＜京華高校浦和Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 豊島学院A １－０（0-0,1-0）巣鴨A （10：00／小金丸浩志：京華教諭：5・？） 

得点者…豊島学院A：奥山竜之介 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島A ０－２（0-0,0-2）京華A （11：40／小島学：豊島学院コーチ：5・5） 

得点者…京華：藤原大智 麻貴紀 
☆1 月 25 日（日）＜都立王子工業高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都小石川A ０－４（0-2,0-2） 京華A（9：00／小金丸浩志：京華教諭：5・5) 

得点者…京華：苦瀬勇二(2) 岩崎良平 前澤翔 
 
◆DUOリーグ2部・チャンピオンシップ 
☆1 月 25 日（日）＜筑波大学附属高校Ｇ＞ 

（9：30／鶴岡将樹：赤坂中学校教諭・2級：5・5） 審判費：嶋野雅春（城西教諭） 
 郁文館（UO1位）４－０（3-0,1-0） 都竹早（DU1位） 

得点者：松岡雄介（２）、守屋達雄、長谷川史晃・・・郁文館 
警告：植田卓矢（郁文館）・・・反スポ 
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DUOリーグ順位（2部ﾘｰｸﾞは最終、1部ﾘｰｸﾞは残り2試合） 
■1部リーグ（1月28日＝残り2試合時点） 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合
1 都江北Ａ 6勝0敗2分 20 26 10 16 0
2 都豊島 6勝1敗1分 19 19 8 11 0
3 都小石川 4勝4敗0分 12 18 18 0 0
4 京華 3勝3敗1分 10 11 6 5 1
5 日大豊山UNO 3勝4敗1分 10 14 20 -6 0
6 巣鴨A 2勝3敗3分 9 16 15 1 0
7 都文京 2勝3敗2分 8 11 17 -6 1
8 豊島学院Ａ 2勝5敗0分 6 9 16 -7 1
9 巣鴨Ｂ 1勝6敗0分 3 8 22 -14 1  

 
■2部リーグ 
DUリーグ（12月23日＝最終） 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合
1 都竹早 5勝1敗0分 15 16 5 11 0
2 駒　込 4勝1敗1分 13 12 5 7 0
3 昭和一 4勝2敗0分 12 14 10 4 0
4 淑徳巣鴨A 2勝3敗1分 7 10 9 1 0
5 本郷ONE 2勝4敗0分 6 11 16 -5 0
6 文京区中学選抜 2勝4敗0分 6 6 12 -6 0
7 豊島学院B 1勝5敗0分 3 4 16 -12 0
8 豊　南 － 0 0 0 0 0  

 
UOリーグ（12月23日＝最終） 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合
1 郁文館 5勝0敗2分 17 21 5 16 0
2 FC西巣鴨03 5勝１敗1分 16 20 7 13 0
3 城　西 5勝2敗0分 15 19 17 2 0
4 立教池袋 3勝3敗1分 10 13 9 4 0
5 都江北B 3勝3敗1分 10 10 13 -3 0
6 獨　協 2勝4敗1分 7 11 12 -1 0
7 淑徳巣鴨B 1勝6敗0分 3 12 20 -8 0
8 都向丘 1勝6敗0分 3 4 27 -23 0  

 
2部リーグ・チャンピオンシップ 
☆1 月 25 日（日）＜筑波大学附属高校Ｇ＞ 

（9：30／鶴岡将樹：赤坂中学校教諭・2級：5・5） 審判費：嶋野雅春（城西教諭） 
 郁文館（UO1位）４－０（3-0,1-0） 都竹早（DU1位） 

得点者：松岡雄介（２）、守屋達雄、長谷川史晃・・・郁文館 
警告：植田卓矢（郁文館）・・・反スポ 

※この結果、2部リーグ優勝は郁文館、第2位は都立竹早 
 両チームの1部リーグ昇格が決まりました 
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得点ランキング（2部ﾘｰｸﾞは最終、1部ﾘｰｸﾞは残り2試合時点） 

■DUOリーグ 
1部（1月28日＝残り2試合時点） 計132点 

1位 14点 竹内祐貴（江北Ａ）
2位 7点 野川博嗣（巣鴨Ａ） 束原巧次朗（豊島）
4位 6点 高橋海（小石川）
5位 5点 小岩謙一郎（小石川） 
6位 4点 岡田和樹（豊島） 上和野翔太（巣鴨Ｂ） 新井翔太（江北Ａ） 郡翔太郎（日大豊山）

松本拓也（文京）
10位 3点 秋田敬（京華） 川島昭紀（江北Ａ） 頓所晃尚（文京） 神殿尚明（小石川）

星野太一（巣鴨Ａ） 武井秀文（巣鴨）
18位 2点 鈴木崇弘（江北Ａ） 三浦高輝（小石川） 白鳥雄平（文京） 多田村明弘（巣鴨Ｂ）

佐々木速人（豊島学院Ａ） 佐藤翔太（豊島学院Ａ） 奥山竜之介（豊島学院Ａ） 白井拓真（豊島）
伊澤伸哉（豊島） 小林怜弘（日大豊山） 北原崇大（日大豊山） 高嶋亮平（日大豊山）
前澤翔（京華） 苦瀬勇二（京華）

26位 1点 木村享史（豊島） 水野利弥（豊島） 谷崎洋介（豊島） 千崎尉二朗（豊島）
小林勇介（小石川） 上田康貴（小石川） 藤澤潤（豊島学院Ａ） 中山景（豊島学院Ａ）
小林伸二（豊島学院Ａ） 佐藤壮真（日大豊山） 東龍次（日大豊山） 黒澤晃（日大豊山）
堤智則（日大豊山） 渡邉翼（巣鴨Ａ） 福永和裕（巣鴨Ａ） 川上兼堂（巣鴨Ａ）
田地野将太（巣鴨Ｂ） 西慶三（巣鴨Ｂ） 阿部大輝（江北Ａ） 桜井秀祐（江北Ａ）
高萩佳介（江北Ａ） 岩崎良平(京華) 藤原大智(京華) 和田紘明（京華）
麻貴紀(京華) 柁原悟（文京） 新翼（文京）  

 
2部DU（12月23日＝最終） 計73点 

1位 7点 斉藤駿平（昭和一）
2位 5点 石橋浩平（淑徳巣鴨） 杉山龍一（駒込）
4位 4点 杉田智朗（竹早） 堀江勇次（竹早）
6位 3点 宮崎颯（昭和一） 原寛和（竹早） 沖山遼（本郷）
9位 2点 田中佑弥(文中選抜) 北川智大（本郷） 相徳侑吾（本郷） 田中嶺太（淑徳巣鴨）

大島光司（駒込） 田中遙太（竹早）
51位 1点 吉田将（昭和一） 斉藤公貴（昭和一） 花香亮平（昭和一） 肱黒悠介（昭和一）

須賀大介(文中選抜) 有山哲哉(文中選抜) 横井哲也(文中選抜) 橋本崇弘(文中選抜)
大鷹悠馬（豊島学院Ｂ）浦大二郎（淑徳巣鴨） 瀬在和輝（淑徳巣鴨） 堀江俊一（淑徳巣鴨）
齊藤雄二（本郷） 佐藤大雅（本郷） 南谷健太（本郷） 山田駿（本郷）
柴原啓太（竹早） 岡本尚大（竹早） 田口清明（竹早） 大澤健人(駒込）
鳫金純一(駒込） 山崎祥（駒込） 眞中翔太(駒込） 西村大輝（駒込）
石野高哉(豊島学院Ｂ) 長塚翔矢(豊島学院Ｂ) 木村恵太(豊島学院Ｂ)  

 
2部UO（12月23日＝最終） 計110点 

1位 9点 松岡雄介(郁文館)
2位 8点 結城貴弘(城西)
3位 5点 多田有佑(西巣鴨03) 中山 聡(西巣鴨03） 生出勇樹(西巣鴨03) 今枝 遼(獨協)

ｳｫｰﾘｰｱﾚｯｸｽ慶(立教池袋)
8位 4点 安井隼人(淑徳巣鴨B)
9位 3点 清水 瞭(立教池袋) 谷口優太(城西) 梅田圭祐(獨協) 豊口貴大(獨協)
13位 2点 鈴木大舟(西巣鴨03) 佐藤聖也(城西) 榎本 光(城西) 谷 崇彦（立教池袋）

植田卓矢(郁文館) 守屋達雄(郁文館) 長谷川史晃(郁文館) 藤原一将（郁文館）
山下 修(淑徳巣鴨B) 鈴木崇広(江北B) 鹿野拓也(江北B) 志田佑介(江北B)
飯田拓郎(向丘) 堀江俊一(淑徳巣鴨B)

27位 1点 石黒光平(西巣鴨03) 山内和弥(西巣鴨03) 宮沢駿(西巣鴨03） 石川怜(立教池袋)
田島裕希(城西) 菅原翔(城西) 滝沢祐大(城西) 深山太久(城西)
自見佳祐(立教池袋) 村澤慧吾（立教池袋） 五十嵐顕司(向丘) 椿恭平(向丘)
櫻井秀祐(江北B) 新井翔太(江北B) 斎藤一輝(江北B) 稲野嵐(江北B)
鈴木香津美(郁文館) 中山匠(郁文館) 小口翔平(郁文館) 大石耕平(郁文館)
源馬貴行(淑徳巣鴨B) 岡田快太(淑徳巣鴨B) 青木駿(淑徳巣鴨B) 成瀬友隆(淑徳巣鴨B)  
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2008.12.21.

都葛飾野 筑波大附 学習院 関東一 足立学園 都足立 都小岩 本郷θ 勝点 差

都葛飾野 ○１－０ ○２－０ ●１－４ ○２－１ ○３－１ ○３－０ ○５－０ 18 11

筑波大附 ●０－１ ●１－２ △３－３ ●１－４ △２－２ ○６－２ △１－１ 6 -1

学習院 ●０－２ ○２－１ ●０－８ ○１－０ ○５－１ ○８－１ ●１－３ 12 1

関東一 ○４－１ △３－３ ○８－０ ○２－１ ○１－０ ○８－１ △２－２ 17 20

足立学園 ●１－２ ○４－１ ●０－１ ●１－２ ●０－１ ○７－０ ●１－３ 6 4

都足立 ●１－３ △２－２ ●１－５ ●０－１ ○１－０ ○７－０ ○２－０ 10 3

都小岩 ●０－３ ●２－６ ●１－８ ●１－８ ●０－７ ●０－７ ●０－５ 0 -40

本郷θ ●０－５ △１－１ ○３－１ △２－２ ○３－１ ●０－２ ○５－０ 11 2

2009.1.28.

都豊島 都小石川 京華 都江北A 都文京 豊島学院A 巣鴨B 日大豊山UNO 巣鴨A 勝点 差

都豊島 ○３－１ ●０－２ △１－１ ○１－０ ○２－０ ○５－１ ○３－１ ○４－２ 19 11

都小石川 ●１－３ ●０－４ ●０－４ ○６－２ ○３－０ ○５－０ ○２－１ ●１－４ 12 0

京華 ○２－０ ○４－０ ●０－１ ●０－１ 1月31日 ○３－１ ●０－１ △２－２ 10 5

都江北A △１－１ ○４－０ ○１－０ ○５－２ ○３－２ ○４－０ ○５－２ △３－３ 20 16

都文京 ●０－１ ●２－６ ○１－０ ●２－５ ○２－１ 雨天延期 △１－１ △３－３ 8 -6

豊島学院A ●０－２ ●０－３ 1月31日 ●２－３ ●１－２ ○２－０ ●３－６ ○１－０ 6 -7

巣鴨B ●１－５ ●０－５ ●１－３ ●０－４ 雨天延期 ●０－２ ○６－１ ●０－２ 3 -14

日大豊山UNO ●１－３ ●１－２ ○１－０ ●２－５ △１－１ ○６－３ ●１－６ ○１－０ 10 -6

巣鴨A ●２－４ ○４－１ △２－２ △３－３ △３－３ ●０－１ ○２－０ ●０－１ 9 1

2008.12.23.

都竹早 昭和一 駒込 淑徳巣鴨A 本郷ONE 豊南 豊島学院B 文中選抜 勝点 差

都竹早 ○５－１ ○１－０ ○３－０ ○３－０ 不成立 ○３－１ ●１－３ 15 11

昭和一 ●１－５ ●０－２ ○１－０ ○４－３ 不成立 ○５－０ ○３－０ 12 4

駒　込 ●０－１ ○２－０ △１－１ ○３－１ （○２－０） ○３－２ ○３－０ 13 7

淑徳巣鴨A ●０－３ ●０－１ △１－１ ●３－４ 不成立 ○２－０ ○４－０ 7 1

本郷ONE ●０－３ ●３－４ ●１－３ ○４－３ 不成立 ○３－０ ０－３ 6 -5

豊　南 不成立 不成立 （●０－２） 不成立 不成立 不成立 不成立 0 0

豊島学院B ●１－３ ●０－５ ●２－３ ●０－２ ●０－３ 不成立 ○１－０ 3 -12

文京区中学選抜 ○３－１ ●０－３ ●０－３ ●０－４ ○３－０ 不成立 ●０－１ 6 -6

2008.12.23.

郁文館 FC西巣鴨03 城西 獨協 都江北B 都向丘 立教池袋 淑徳巣鴨B 勝点 差

郁文館 △３－３ ○３－１ ○４－０ △１－１ ○４－０ ○１－０ ○５－０ 17 16

FC西巣鴨03 △３－３ ●０－１ ○１－０ ○６－０ ○４－０ ○３－２ ○３－１ 16 13

城　西 ●１－３ ○１－０ ○３－２ ○４－１ ○５－０ ○４－２ ●１－９ 15 2

獨　協 ●０－４ ●０－１ ●２－３ ●０－２ ○７－１ △０－０ ○２－１ 7 -1

都江北B △１－１ ●０－６ ●１－４ ○２－０ ○３－１ ●０－１ ○３－０ 10 -3

都向丘 ●０－４ ●０－４ ●０－５ ●１－７ ●１－３ ●０－４ ○２－０ 3 -23

立教池袋 ●０－１ ●２－３ ●２－４ △０－０ ○１－０ ○４－０ ○４－１ 10 4

淑徳巣鴨B ●０－５ ●１－３ ○９－１ ●１－２ ●０－３ ●０－２ ●１－４ 3 -8

１部リーグ

２部ＤＵリーグ

２部ＵＯリーグ

2008年度後期（第26回）　DUOリーグ　星取表
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　　2008年度後期（第26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）
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DUOリーグ・今後の予定：2008年度総括と2009年度準備 

■2月7日（土）Eリーグ参入戦 
 2月7日（土）15：00キックオフ 於筑波大学附属高校 

DUOリーグ1部2位（未定）vs修徳高校（リバーサイドリーグ1部2位） 
 主審：佐藤允一（本郷高校2年：後期DUOリーグ優秀審判） 副審：募集中 
 
■2月7日～20日までのどこか：Eリーグ運営委員会およびDUOリーグスタッフ会議 
 2月21日にリバーサイドリーグ会議、22日にDUOリーグ会議が開かれるので、参入戦後、20日まで

の間で標記会議を開きます。 
１）Eリーグ運営委員会（兼2009年度前期Eリーグ代表者会議） 
 Eリーグ全体を司る「運営委員」による会議です。2008年度の運営委員は次のとおりです。 

役 割 氏 名 ク ラ ブ
百瀬　健一 墨 田 川

運営委員 （ Ｄ Ｕ Ｏ ） 神宮司　親治 獨 協
運営委員 （リバーサイド） 松本　秀一 江 戸 川

中塚　義実 筑波大学附属
石塚　正紀 葛 飾 総 合
滝本　　 寛 葛 飾 野主 務

リ バ ー サ イ ド 代 表
Ｄ Ｕ Ｏ 代 表

運 営 委 員 長

 
 「運営委員会」に引き続き、2009年度前期Eリーグ参加チーム代表者による「代表者会議」を開催

し、前期リーグ日程を調整していただくことになると思います。MLでの連絡をご確認ください。 
 「代表者会議」該当チームは次のとおりです。 

・地区トップリーグからの降格：都城東、関東一、修徳 
 ・Eリーグ残留：学習院、本郷 
 ・DUOおよびRSからの昇格：かえつ有明（RS1位）、DUO1位、E参入戦勝利チーム 
２）DUOリーグスタッフ会議 
 通常の公益法人では「理事会」にあたるものです。DUOの場合は、チェアマン、事業部長、管理部

長、企画部長、事務局長、各リーグ（1部、2部DU、2部UO）の代表者で構成されるものとしていま

すが、今回については、チェアマン（中塚）、事業部長（玉生）、管理部長（神宮寺）、企画部長（丸

山）で日程調整して進めたいと思います。内容についてはDUO会議で報告します。 
 
■2月22日（日）DUOリーグ・イベントデー（含DUOリーグ選抜／アウォーズ／会議） 
 以下の時程はあくまでも目安です。調整の上改めて連絡します。 

それぞれ準備を進めておいてください。 
・午前中     グラウンドあいています（筑波大学附属高校の練習試合の相手募集中です） 
・13：00～16：00 於グラウンド 
 DUOリーグ選抜（今回は競技力向上を主目的とした「選抜」としての活動です） 
・16：20頃～17：00 於会議室（予定） 

DUOリーグアウォーズ（15分程度のプレゼンの後、後期DUOリーグ各賞の表彰です。DUOリーグ選

抜に参加したプレーヤーにも残ってもらいます。もちろん各賞受賞された方は参加してください） 
・17：00～19：00 於会議室 
 DUOリーグ会議（年度末の締めと、年度はじめの準備の会議です） 
・19：00～  

要望があれば、1部リーグの日程編成会議をやっていただいてもかまいません（早めに連絡ください） 
終了後、懇親会に出かけます 



2008ＤＵＯリーグ通信 
 

 7 

各種セミナー案内・報告 

■1月18日（日）サロンin金沢「タッグパートナーとしてのスポーツとアート」 
 金沢21世紀美術館主催、サロン2002協力で、「タッグパートナーとしてのスポーツとアート」と題す

るセミナーが、フットボールカンファレンス終了後の1月18日、金沢で開かれました。「DUOリーグの

トロフィーがない！」プロジェクトについても紹介し、翌日の北陸中日新聞で取り上げられました。 
 なお、DUO会議でも紹介しましたが、トロフィーをつくったときに余った素材でできたサンダルが、

美術館で展示・販売されていました。これについては別の機会に報告します。 

 
■1月31日（土）サロン2002公開シンポジウム 
 毎年開かれるサロン2002公開シンポジウムが、今週末にあります。DUOリーグも後援に名を連ねて

います。MLで案内済みですが、通信にも改めて掲載します。 
記 

主 催 ： サロン２００２ 
後 援 ： ビバ！サッカー研究会、NPO法人横浜スポーツコミュニケーションズ、DUOリーグ 
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日 時 ：2009（平成21）年1月31日（土） 13：30～16：30（受付13：00～） 
会 場 ：日本青年館502号会議室 
            〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町7番１号 / 電話03-3401-0101 
演 者 ：守屋 実 （ＦＣ町田ゼルビア代表） … 「2011年Ｊリーグ昇格を目指して！」 

宇都宮徹壱 （写真家/ノンフィクションライター）… 「地域リーグから見えるＪリーグ拡

大の現状と是非」  
         宮明 透 （大分工業高等専門学校） … ナビスコ決勝「大分の変貌とその過程」 
コーディネーター：中塚義実 （サロン2002理事長／筑波大学附属高等学校） 
参加申込 ：※どなたでも参加できます 

氏名、所属(差し支えなければ)、連絡先(TEL/Email)、懇親会（参加・不参加）を明記の上、 
 salon2002@j-sps.com までEmailにてお申し込み下さい。   
参加費 ： 1000円。 （但し、学生・院生は無料） 
事務局 ： 高田敏志、麻生征宏 
詳細は、サロン2002ＨＰ<http://www.salon2002.net>をご覧ください 
 
■2月14日（土）～15日（日）第6回日本フットボール学会 

こちらも毎年開かれる、フットボールの研究者、現場の指導者の学会です。サッカー関係者が中心

になって設立された学会ですが、ラグビーやアメリカンフットボールの人たちも少しずつ仲間の輪に

加わってくれるようになりました。会場は武蔵大学です。 
詳細は、日本フットボール学会ＨＰ<http://www.jssf.net>をご覧ください。 

 
■2月21日（土）第5回東京都高体連研究大会 

高体連（サッカーだけでなく全部の種目の組織）では、競技種目別の「専門部」のほかに「研究部」

という組織で成り立っており、3 つの分科会に分かれて調査・研究を行っています。競技会の開催だ

けでなく、少しでも高校の部活動がよくなるような情報交換の場として、全国ならびに都道府県単位

で研究大会が開かれています。 

東京都でも第 5 回となる研究大会が計画されていますが、いつものことながらサッカー関係者の参

加申込が少なく、困っています。参加不可能な方以外は、中塚までご連絡ください。 

講演は、筑波大学附属駒場高校から北海道教育大学釧路校を経て現在東海大学体育学部に勤務され

ている小澤治夫氏です。「競技力をワンランク上げるスポーツライフマネジメント」というタイトル

です。「2 万人の体力・学力・健康・生活習慣調査の結果から見えてくるもの」のサブタイトルにあ

るように、おもしろい話が聞けると思います。奮ってご参加下さい！ 

記 

【名 称】平成 20 年度第 5 回東京都高等学校体育連盟研究大会 

【日 時】平成 21（2009）年 2 月 21 日（土）14：30 受付 15：00～18：30 

【会 場】目白大学（西武新宿線・都営大江戸線「中井」駅下車徒歩 8 分） 

【詳 細】東京都高体連ＨＰ<http://www.tokyo-kotairen.gr.jp/>でご確認ください。 

以上 
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