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2009.2.10.(中塚義実) 

22000088ＤＤＵＵＯＯリリーーググ通通信信 No.19（2008 年度最終号） 
 長かった2008年度のシーズンも1月31日の試合で全て終了。今号で2008年度最終号とします。試合結

果と各リーグの最終成績を、既報のものも含め、掲載します。 
引き続き2009年度第1号を今週末に送信しますので、内容をご確認ください。 

 

後期ＤＵＯリーグ試合結果－1 月 25 日～31 日 
◆DUOリーグ 
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 
☆1 月 29 日（木）＜都立文京高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 巣鴨B ２－３（0-0,2-3） 都文京（16：30／新妻久美：都文京教諭：5・5) 

得点者…巣鴨B：西慶三 多田村明弘 
          都文京：折井敦郎 新翼 オウンゴール 

警 告…都文京：高橋駿介（反スポ） 
☆1月31日（土）＜京華高校浦和Ｇ／主催・京華＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 豊島学院A ０－１（0-0,0-1）京華A（14：40／小金丸浩志：京華教諭：？・5） 

得点者…京華A：前澤翔 
 
 

DUOリーグ（含Eリーグ）順位（最終結果） 
■Eリーグ（12月21日＝最終） 

チーム名 勝 勝点 得点 失点 得失差 残試合
1 都葛飾野 6勝1敗0分 18 17 6 11 0
2 関東一 5勝0敗2分 17 28 8 20 0
3 学習院 4勝3敗0分 12 17 16 1 0
4 本郷θ 3勝2敗2分 11 14 12 2 0
5 都足立 3勝3敗1分 10 14 11 3 0
6 足立学園 2勝5敗0分 6 14 10 4 0
7 筑波大附 1勝3敗3分 6 14 15 -1 0
8 都小岩 0勝7敗0分 0 4 44 -40 0  

 
 
■1部リーグ（2月1日＝最終） 

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 京　華 4勝3敗1分 13 12 6 6 0
4 都小石川 4勝4敗0分 12 18 18 0 0
5 都文京 3勝3敗2分 11 14 19 -5 0
6 日大豊山UNO 3勝4敗1分 10 14 20 -6 0
7 巣鴨A 2勝3敗3分 9 16 15 1 0
8 豊島学院Ａ 2勝6敗0分 6 9 17 -8 0
9 巣鴨Ｂ 1勝7敗0分 3 10 25 -15 0  
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■2部リーグ（12月23日＝最終） 
DUリーグ 

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 
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 
 

DUOリーグ得点ランキング（最終結果） 

■Eリーグ（12月21日＝最終） 計122点 
1位 9点 藤井悠也（学習院）
2位 7点 市川翔太（関東一）
3位 6点 後藤亮太（関東一） 平塚猛（葛飾野）
5位 4点 近藤佑人（葛飾野） 海勢頭直也（都足立）
7位 3点 田中裕二（葛飾野） 白松昌起（筑波大附） 松浦昴斗（関東一） 高橋健人（関東一）

谷幸生（本郷）
12位 2点 釼持貴弘（本郷） 若林司（本郷） 荒川聡一郎（足立学園） 老川桂生（足立学園）

篠原貴大（足立学園） 金子雄樹（足立学園） 大津北斗（関東一） 廣原匠（関東一）
米田佑樹（関東一） 堀田智顕（筑波大附） 八田良樹（筑波大附） 高安直翔（筑波大附）
田中雅也（葛飾野） 内田大貴（都足立） 高橋清治（都足立） 和田康平（都足立）
小川義史（小岩） 堀川航太郎（学習院）

30位 1点 古内康二朗（本郷） 小林将大（本郷） 久場翔平（本郷） 永野優一（本郷）
田中直樹（本郷） 北川智大（本郷） OG（本郷：対小岩） 片山雄紀（筑波大附）
市川達也（筑波大附） 中山達也（筑波大附） 長井佑樹（筑波大附） 室谷裕樹（筑波大附）
五位渕聖司（関東一） 島田健太（関東一） 田中佑幸（関東一） 大室翔平（都足立）
金野洋佳（都足立） 三枝純幸（都足立） 岩崎祥利（都足立） 西山尊司（小岩）
斉藤直幸（小岩） 渡辺俊介（学習院） 平本貴之（学習院） 坂野裕一（学習院）
冠幸之介（学習院） 橋淳之介（学習院） 横江将（学習院） 吉田健人（足立学園）
舟橋遼亮（足立学園） 沼尻惇（足立学園） 石川優真（足立学園） 中島裕人（足立学園）
平野知佑（足立学園） 穂積開（葛飾野） 東條康平（葛飾野）  
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■1部リーグ（2月1日＝最終） 計138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）
11位 3点 秋田敬（京華） 前澤翔（京華） 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） 多田村明弘（巣鴨Ｂ） 川島昭紀（江北Ａ）
19位 2点 鈴木崇弘（江北Ａ） 三浦高輝（小石川） 白鳥雄平（文京） 新翼（文京）

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）
西慶三（巣鴨Ｂ） 苦瀬勇二（京華）

33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） 高萩佳介（江北Ａ） 阿部大輝（江北Ａ） 桜井秀祐（江北Ａ）
麻貴紀(京華) 岩崎良平(京華) 藤原大智(京華) 和田紘明（京華）
柁原悟（文京） 折井敦郎（文京） オウンゴール（文京）  

 
■2部リーグ（前号で報告済） 
DUリーグ（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)  

 
UOリーグ（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

2009.2.1.

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 ○１－０ ○３－１ ●０－１ △２－２ 13 6

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 ○３－２ △１－１ △３－３ 11 -5

豊島学院A ●０－２ ●０－３ ●０－１ ●２－３ ●１－２ ○２－０ ●３－６ ○１－０ 6 -8

巣鴨B ●１－５ ●０－５ ●１－３ ●０－４ ●２－３ ●０－２ ○６－１ ●０－２ 3 -15

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

平成20(2008)年度後期

　　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）

　第26回ＤＵＯ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14日（土）Eリーグ参入戦 
 2月14日（土）15：00キックオフ 於王子工業高校 

都立豊島高校（DUOリーグ1部2位）vs修徳高校（リバーサイドリーグ1部2位） 
 主審：嶋野雅春（城西高校教諭） 副審：城西高校生徒 
 
■2月16日（月）Eリーグ運営委員会および代表者会議 
１）Eリーグ運営委員会 
 2月16日（月）18：00～19：00運営委員会、19：00～代表者会議 於学習院高等科 
 Eリーグ全体を司る「運営委員」による会議です。DUO関係ではチェアマン（中塚）とDUO代表運

営委員（神宮寺）が出席します。 
２）Eリーグ代表者会議 
 2月16日（月）19：00～21：00頃 代表者会議 於学習院高等科 
 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きます。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）、都江北（DUO1位）、E参入戦勝利チーム 
 
■2月20日（金）DUOリーグ・スタッフ会議 
 2月20日（金）18：00～19：30 於筑波大学附属高校 

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）と、KOSUGE1-16
（土谷）で集まり、2009年度の活動方針について検討します。特に、2008年度に取り組んだ「トロ

フィーがない！」プロジェクトをどう継続していくかに焦点を絞って議論する予定です。ご意見あ

る方は、あらかじめ会議に出席する者にお伝えください。 
ルーティンワークについては互いに連絡を取り合い、各担当で事前に準備を進めておいてください。 

 
■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。 

9：00～    プレシーズンマッチ：筑波大附・郁文館・小石川 
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」としての活動を予定） 
・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。

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

者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 


