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2009.6.26.（中塚義実） 

2009ＤＵＯリーグ通信 No.6 
 6 月に入り、DUO リーグの試合が各地で繰り広げられています。悪天候などにより、チームによっ

て進捗状況はまちまちで、全試合終えてしまったところがある一方で、多くの試合を残しているチー

ムもあります。参加チームの自己責任で試合消化していただくとともに、リーグ責任者を中心に連絡

調整し、各リーグで解決してください。 
ここまでの試合結果を記録にとどめます。集計結果は E リーグと 2 部リーグのものを掲載しました

が、1 部リーグの集計結果が ML に投稿されないため、掲載できません。担当者は責任を持って業務

に取り組んでください！ 
 ところで、DUO リーグのホームページのリニューアル作業が進んでいます。関西を中心に、インタ

ーネットを用いたサッカー情報の発信やフットサル大会の企画をされている株式会社シックスが作業

を進めています。間もなく公開予定なので、どうぞお楽しみに。メーリングリスト（ML）もようやく

機能するようになりました。クラブ代表者はまめに E メールを見て、情報を把握してください。 
前期のリーグ戦最終日は、1 部が 7 月 16 日（木）、2 部が 7 月 17 日（金）です。7 月 18 日（土）に

は 18：00 より、都立葛飾商業高校にて「E リーグ参入戦(DUO リーグ 1 部 2 位チームが出場。なお 1
位は自動昇格)」が行われます。DUO 会議は 7 月 19 日（日）、場所は筑波大学附属高校です。準備を

進めておいてください。 
 

7 月 19 日（日）は DUO ﾘｰｸﾞｱｳｫｰｽﾞと DUO 会議 
■リーグ戦最終日 
 各リーグとも、リーグ戦最終日が決まっています。これは、1部リーグの場合は7月18日に行われる

Eリーグ参入戦の、2部リーグの場合は7月19日に実施予定の2部リーグチャンピオンシップの、いずれ

も48時間前ということで定めたものです（2月のDUO会議で確認済）。各チームはそれまでに全試合

を消化し、結果を速やかに報告してください。 
■7月19日の時程 
 7月19日（日）はDUOリーグ・イベントデーになります。以下をご確認ください。 
【会場】筑波大学附属中高 グラウンド、育鳳館 
【時程・内容】 

午前 DUOリーグ2部チャンピオンシップ：DUリーグ優勝チームvsUOリーグ優勝チーム（調整中） 
午後 DUOリーグ選抜交流戦（調整中） 

 16：00～17：00 DUOリーグ・アウォーズ 
 17：00～19：00 DUOリーグ会議 
 19：00～    懇親会 
注1）午前の部はグラウンドで行いますが詳細は未定です（担当者は速やかに調整、連絡して下さい） 
注2）DUOリーグ・アウォーズとDUOリーグ会議は、いつもの会議室ではなく、附属中学の育鳳館で

行います（高校校舎が耐震工事中のため）。入り方は後日連絡します。 
■DUOリーグアウォーズ 
 各クラブ3名程度は参加するようにしてください（これだけで約90名です）。クラブ代表者（指導者）

だけでなく、DUOリーガーやマネージャー、あるいは卒業生や保護者の参加も大歓迎です。 
 「DUOリーグのトロフィーがない！」プロジェクトから進化した「スキンプロジェクト」について、

スライドや動画を用いて紹介した後、1部・2部の表彰式に移ります。Eリーグの表彰は、ここではあ

りませんが、すべてのDUOクラブが参加するようにしてください。 
■DUOリーグ会議 
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 いつものようにクラブを代表して決定権を持つ方が出席してください。クラブ代表者が出られない

場合、代理の方の出席をお願いしますが、「話がわかりません」では困ります（最近こういうケースが

増えており、困っています）。また、会議の内容を代表者にしっかり伝えていただくのは当然です。 
 この日はDUOリーグアウォーズで多くの方が集まってくるので、せっかくですから時間の許す限り、

DUOリーグ会議にオブザーバーとして参加いただくのもよいかと思います。 
 議題・進行はいつものとおりです。各リーグ代表者は前期リーグの総括をしてください。また、ご

自分の担当業務については関係者であらかじめ打ち合わせの上、資料を用意しておいてください。 
 

DUO リーグ ML および HP について（本多克己氏の ML 投稿より） 
2009.6.16. DUOメーリングリストについて 
DUOクラブ代表および関係各位 

はじめまして。このたびDUOサイト、およびメーリングリストを担当させていただくことになりま

した、本多と申します。DUOについては、以前からサロン2002の仲間である中塚先生からお話をうか

がい、その趣旨・運営に大いに共感していたこともあり、今回ご協力させていただけること、非常に

うれしく思っております。 
さて、以前よりご利用になっておられた duohp@duoleague.com については、スパムメール（迷

惑メール）が多数配信される状況であったために、廃止いたしました。 
このメールをお送りしている、members@duoleague.com を今後メーリングリスト用のメールアド

レスとして利用ください。members@duoleague.comにメールを送るとクラブ代表者、関係者57名に同

報でメール送信ができます。 
これにともない、duohp@duoleague.comに登録されていた、過去のクラブ代表者などのメールアド

レスは整理・削除しています。 
また、サイトについては、７月に全面リニューアルを予定していますが、取り急ぎ今週中に試合結

果の更新システムを導入する予定です。改めてご連絡さしあげますが、非常に簡易に試合結果を更新

できるようになっておりますので、ご活用ください。 
不明点、ご要望などあれば、中塚先生経由でも結構ですし、私まで直接ご連絡をいただいてもＯＫ

です。よろしくお願いいたします。 
  ------------------------------------------------ 
 株式会社シックス 代表取締役社長 本多克己  ウェブ：http://www.six6.jp/  
      〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-17-17 クレイ肥後橋 6F  
        ☆FootballJapan http://www.footballjapan.jp/ 
        ☆ブログ： http://honda.footballjapan.jp/ 
  ------------------------------------------------  
 

試合結果（～6 月 21 日） 
注１）スコアの次の（ ）は、（キックオフ／主審氏名・所属：評価／副審・所属）を表す 
◆E リーグ 
☆6 月 13 日（土）＜かえつ有明高校 G＞ 
Ｅﾘｰｸﾞ かえつ有明 ４－３（2-1,2-2） 都江北（17：00／向笠晃史・修徳教諭） 
      得点者…かえつ：荒井敬介、藤山世開、オウンゴール 
          都江北：竹内祐貴、川島昭紀、オウンゴール 
Ｅﾘｰｸﾞ 修徳A  ３－２（0-0,2-1） 関東一（18：30／玉山哲史郎・都江北教諭） 
      得点者…修徳A：岡野正彦、笈川大希 
          関東一：香山彰利 

mailto:duohp@duoleague.com
mailto:members@duoleague.com
mailto:members@duoleague.com
mailto:duohp@duoleague.com
http://www.six6.jp/
http://www.footballjapan.jp/
http://honda.footballjapan.jp/
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☆6 月 14 日（日）＜都城東高校Ｇ＞ 
Ｅﾘｰｸﾞ 都城東 ４－１（0-0,4-1） 学習院（9：00／金次雄之介・JFAレフェリーカレッジ） 
      得点者…都城東：木原良介、鶴岡大輝、間野健洋、富沢貴広 
            学習院：渡辺俊介 
Eﾘｰｸﾞ 修得B ２－１（0-0,2-1） 本郷θ（10：30／三上正一郎・JFAレフェリーカレッジ） 

得点者…修徳B：田中雅貴、青木貴裕 
             本郷：澤田 祐太 
      警 告…本郷θ：佐藤大雅（ラフプレー） 
☆6 月 21 日（日）＜学習院高校Ｇ＞ 
Ｅﾘｰｸﾞ 修徳B ３－２（3-0,0-2） かえつ有明（10：00／出村友貴：JFAレフェリーカレッジ） 
      得点者…修徳B：中村裕樹(2)、大塚健太 
          かえつ：藤山世開、早川英幸 
      警 告…かえつ：金田健（反スポ）、谷口祐亮（ラフプレー） 
Eﾘｰｸﾞ 修徳A ２－１（1-1,1-0） 学習院（11：30／森川浩次：JFAレフェリーカレッジ） 

得点者…修徳A：田中一輝、岡田紘季 
              学習院：小野雄太郎 
      警 告…修徳A：土田将輝（反スポ）、田中一輝（ラフプレー）、生方心（繰り返し） 
          学習院：坂野裕一（反スポ） 

＜本郷高校Ｇ＞ 
Eﾘｰｸﾞ 都江北 ６－０（3-0,3-0） 本郷θ（14：00／島口博明：都城東教諭） 
      得点者…都江北：阿部大輝(2)、竹内祐貴、鈴木嵩弘、川島昭紀、稲野嵐 
Eﾘｰｸﾞ 都城東 ３－３（0-2,3-1） 関東一（15：30／玉山哲史郎：都江北教諭） 

得点者…都城東：鶴岡大輝、木原良介(2) 
関東一：香山彰利(2)、田中佑幸 

◆DUO リーグ 
☆6 月 13 日（土）＜都立足立高校Ｇ＞ 
1 部ﾘｰｸﾞ 都足立 ４－１（1-0,3-1） 郁文館（13：08／熱尾茂樹･足立学園教諭：5・5／小俣・大金） 

得点者…都足立：鈴木健夫、大室翔平、和田康平、金野洋佳 
          郁文館：須賀大介 
1 部ﾘｰｸﾞ 足立学園 ４－０（2-0,2-0） 駒込（16：45／安藤亮･都足立ｺｰﾁ：5・5／三十日・八木） 

得点者…足立学園：鬼塚潤平(2)、平野和佑、山田大樹 
☆6 月 14 日（日）＜都文京高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 京 華 １－２（1-1,0-1） 都文京（9：30／江口勝彦：都豊島教員：5・5） 
      得点者…京 華：吉澤匠 
          都文京：白鳥雄平、津久井康介 
      警 告…都文京：折井敦郎（ラフプレー） 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 １－３（0-2,1-1） 日大豊山UNO（11：10／梶山嘉則：都文京教諭：5・2） 
      得点者…都豊島：千崎尉一郎 
          日大豊山UNO：小林怜弘、郡翔太郎(2) 

   警 告…日大豊山UNO：髙嶋亮平（ラフプレー） 
       退 場…日大豊山UNO：山中翔（決定機の阻止） 
         ＜都江北高校G＞ 
2部DU 都江北B ２－５（1-2,1-3） 昭和一（15：30／小島学：豊島学院ｺｰﾁ：5・5） 

     得点者…都江北：齋藤一輝、磯貝祐 
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          昭和一：斉藤駿平(2)、飯島郷、江幡敬、宮崎颯 
2部DU 獨 協 ２－５（0-5,2-0） 豊島学院A（17：00／玉山哲史郎：都江北教諭：5・5） 
      得点者…豊島学院A：中山景(4)、奥山龍之介  
          獨 協：石崎準人、田中佑弥 
☆6 月 16 日（火）＜小石川運動場Ｇ＞ 
2部UO 城西 １－０（1-0,0-0） 都向丘（17：00／嶋野雅春：城西教諭：5・5） 
      得点者…城西：奥田圭 
☆6 月 20 日（土）＜都足立高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ４－２（3-0,1-2） 日大豊山UNO（15：30／安藤亮：都足立コーチ：5・4） 
      得点者…都足立：内田大貴、金子博樹、和田康平 
          日大豊山UNO：佐藤壮真、郡翔太郎 
      警 告…日大豊山UNO：田中浩太（ラフプレー） 
☆6 月 21 日（日）＜本郷高校Ｇ＞ 
2部UO 本郷ONE ０－８（0-3,0-5） 立教池袋（14：00／岩野英明：本郷高校教諭：5・5） 
      得点者…立教：清水瞭(3)、谷崇彦(2)、横山佳津雄、湯川健、オウンゴール 

順位表（～6 月 21 日） 
注）DUO リーグ 1 部の順位は報告が為されていないため掲載できません（担当者は至急お願いします） 
◆E リーグ 

チーム名 勝 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 修徳A 5勝1敗0分 15 25 8 17 1

2 都江北 5勝1敗0分 15 16 5 11 1

3 修徳B 5勝1敗0分 15 19 10 9 1

4 都城東 2勝3敗1分 7 12 13 -1 1

5 かえつ有明 2勝3敗1分 7 12 16 -4 1

6 関東一 1勝3敗2分 5 13 16 -3 1

7 学習院 1勝4敗1分 4 7 13 -6 1

8 本郷θ 0勝5敗1分 1 5 28 -23 1  
◆DUO リーグ 
＜DU リーグ＞ 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 豊島学院A 3勝　敗1分 10 20 4 16 2

2 豊南 3勝2敗　分 9 13 12 1 1

3 昭和一 2勝　敗1分 7 9 2 7 3

4 獨協 2勝2敗1分 7 13 13 0 1

5 FC西巣鴨03 2勝2敗　分 6 7 9 -2 2

6 都江北B 勝2敗2分 2 8 12 -4 2

7 淑徳巣鴨B 勝４敗1分 1 4 22 -18 1  
＜UO リーグ＞ 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 巣鴨A 4勝　敗1分 13 14 3 11 1

2 淑徳巣鴨A 3勝1敗　分 9 15 3 12 2

3 都向丘 3勝3敗　分 9 10 14 -4 0

6 城西 2勝2敗1分 7 12 13 -1 1

4 立教池袋 2勝3敗　分 6 13 13 0 1

5 豊島学院B 2勝3敗　分 6 6 8 -2 1

7 本郷ONE 勝4敗　分 0 4 20 -16 2  
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得点ランキング（～6 月 21 日） 
◆E リーグ（109 点） 

1位 4点 土田将輝（修徳A） 堀切祐介（修徳B） 斎藤匡礼（修徳A） 岡田紘季（修徳A）

竹内祐貴（江北） 川島昭紀（江北） 荒井敬介（かえつ） 香山彰利（関東一）

鶴岡大輝（城東）

10位 3点 中島滝（修徳A） 阿部大輝（江北） 佐藤領（修徳B） 大塚健太（修徳B）

間野健洋（城東） 木原良介（城東）

16位 2点 森壮太郎（修徳A） 田中一輝（修徳A） 中村裕樹（修徳B） 久保一貴（修徳B）

山本哲（修徳B） 市川翔太（関東一） 飯島一貴（関東一） 藤井悠也（学習院）

小野雄太郎（学習院） 富沢貴広（城東） 藤山世開（かえつ） 佐藤允一（本郷）

28位 1点 島田大陸（かえつ） 稲毛茂樹（かえつ） 木村駿介（かえつ） 今泉和也（かえつ）

早川英幸（かえつ） 松井昴（修徳A) 小澤歩（修徳A） 内藤誠（修徳A)

岡野正彦（修徳A） 笈川大希（修徳A） 田中雅貴（修徳B） 青木貴裕（修徳B）

小田将太郎（修徳B） 河津勇樹（修徳B） 横井孝俊（関東一） 加藤大樹（関東一）

田中佑幸（関東一） 末藪大輔（関東一） 桜井秀祐（江北） 稲野嵐（江北）

新井翔太（江北） 鈴木嵩弘（江北） 太田峻介（学習院） 長手達哉（学習院）

渡辺俊介（学習院） 田中直貴（本郷） 宮崎達也（本郷） 澤田祐太（本郷）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（関東一） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（かえつ） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（江北）  
◆DUO リーグ 
＜2 部 DU リーグ＞（74 点） 

1位 9点 中山景（豊島学院）

2位 6点 斉藤貴哉（豊南） 清瀬拓也（豊南）

3位 5点 小林伸二（豊島学院） 斉藤駿平（昭和一）

4位 4点 豊口貴大（獨協）

5位 3点 千丈直人（獨協） 中山聡（FC西巣鴨） 奥山竜之介（豊島学院） 安田邑太（FC西巣鴨）

9位 2点 舛谷隆之（江北） 安井隼人（淑徳巣鴨） 齋藤一輝（江北）

12位 １点 梅田圭祐（獨協） 藤井義隆（獨協） 今枝遼（獨協） 榊山洋貴（獨協）

石崎準人（獨協） 田中佑弥（獨協） 藤澤潤（豊島学院） 佐藤翔太（豊島学院）

佐々木速人（豊島学院） 笹川雄基（豊南） 関戸光史（江北）　 鹿野拓也（江北）

磯貝祐（江北） 松野祐希也（江北） 遠藤将光（昭和一） 飯島郷（昭和一）

江幡敬（昭和一） 宮崎颯（昭和一） 宮沢俊（FC西巣鴨） 岡田快太（淑徳巣鴨）

浦大二郎（淑徳巣鴨Ｂ）  
 
＜2 部 UO リーグ＞（74 点） 

1位 7点 結城貴弘（城西）

2位 6点 石橋浩平（淑徳巣鴨Ａ）

3位 4点 安井隼人（淑徳巣鴨） 吉原俊行（向丘） 植松優一（立教池袋）

6位 3点 武井秀文（巣鴨）

7位 2点 砂本達也（淑徳巣鴨Ａ） 椿恭平（向丘） 浅野拓也（豊島学院） 中川主税（巣鴨Ａ）

川上兼堂（巣鴨） 西慶三（巣鴨） 森貴大（立教池袋） 佐藤正隆（城西）

五十嵐顕司（向丘） 谷崇彦（立教池袋）　 奥田圭（城西）

18位 1点 谷口優太（城西） 星野太一（巣鴨Ａ） 松永浩亮（巣鴨） 上和野翔太（巣鴨）

田地野将太（巣鴨） 野川博嗣（巣鴨） 川元祥孝（豊島学院） 藤原真之（豊島学院）

木村恵太（豊島学院） 光清拓也（豊島学院） 長田優太（立教池袋） 伊藤佑太（立教池袋）

ウォーリーアレックス慶（立教池袋） 水穂優太（立教池袋） 加藤達真（淑徳巣鴨Ａ） 中間堅太郎（淑徳巣鴨）

斉藤秋希（本郷） 池田佳司（本郷） 松永智（本郷） 福島敦(向丘）

飯田拓郎（向丘）

オウンゴール（豊島学院） オウンゴール（城西） オウンゴール（豊島学院）  

 
以上 
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2009.6.22.

都城東 修徳A 関東一 学習院 本郷θ かえつ有明 都江北A 修徳B 勝点 差

都城東 △３－３ ○４－１ ○４－０ ●０－２ ●０－１ ●１－６ 7 -1

修徳A ○２－１ ○２－１ ○11－０ ○５－０ ●１－３ ○３－２ 15 17

関東一 △３－３ ●１－２ △３－３ ○４－３ ●０－２ ●２－３ 5 -3

学習院 ●１－４ ●１－２ ○２－１ △１－１ ●０－１ ●２－４ 4 -6

本郷θ ●０－４ ●０－11 △３－３ ●１－２ ●０－６ ●１－２ 1 -23

かえつ有明 ○２－０ ●０－５ ●３－４ △１－１ ○４－３ ●２－３ 7 -4

都江北A ○１－０ ○３－１ ○２－０ ○１－０ ○６－０ ●３－４ 15 11

修徳B ○６－１ ●２－３ ○３－２ ○４－２ ○２－１ ○３－２ 15 9

2009.6.23.

都足立 足立学園A 筑波大附 都豊島 京　華 都小石川 都文京 日大豊山 郁文館 駒　込 勝点 得失差

都足立 ●２－４ △３－３ ○４－２ ○４－１ 7 3

足立学園A ●２－３ ●１－３ △０－０ ○４－２ ●２－５ △２－２ 5 -4

筑波大附 ○３－２ ●１－３ ○４－１ ○５－２ ○２－１ ○２－１ 15 7

都豊島 ○４－２ ○３－１ ○３－１ ○４－３ ●１－３ 12 5

京　華 △３－３ △０－０ ○６－０ ○２－１ ○３－０ 11 10

都小石川 ●２－４ ●０－６ ○６－１ ●３－６ ○４－３ 6 -5

都文京 ○５－２ ●１－４ ●３－４ ○３－０ ●０－２ 6 0

日大豊山UNO ●２－４ ●２－５ ○３－１ ●１－６ ●０－３ ●１－２ ●３－６ 3 -15

郁文館 ●１－４ △２－２ ●１－２ ●１－２ ○６－３ ○２－１ ○４－０ 10 3

駒　込 ●１－２ ●０－３ ●３－４ ○２－０ ○６－３ ●０－４ 6 -4

2009.6.23.

豊島学院A FC西巣鴨03 昭和一 都江北B 獨　協 淑徳巣鴨B 豊　南 勝点 差

豊島学院A ○５－０ △２－２ ○５－２ ○８－０ 10 16

FC西巣鴨03 ●０－５ ○３－０ ○３－１ ●１－３ 6 -2

昭和一 ○５－２ △０－０ ○４－０ 7 7

都江北B △２－２ ●２－５ △２－２ ●２－３ 2 -4

獨　協 ●２－５ ●０－３ △２－２ ○６－１ ○３－２ 7 0

淑徳巣鴨B ●０－８ ●１－３ △０－０ ●１－６ ●２－５ 1 -18

豊　南 ○３－１ ●０－４ ○３－２ ●２－３ ○５－２ 9 1

2009.6.23.

巣　鴨 城　西 立教池袋 淑徳巣鴨A 本郷ONE 豊島学院B 都向丘 勝点 差

巣　鴨 △１－１ ○２－１ ○６－１ ○１－０ ○４－０ 13 11

城　西 △１－１ ●１－７ ●０－４ ○９－１ ○１－０ 7 -1

立教池袋 ●１－２ ○７－１ ●０－５ ○２－１ ●３－４ 6 0

淑徳巣鴨A ○４－０ ○５－０ ●０－１ ○６－２ 9 12

本郷ONE ●１－６ ●１－９ ●２－４ ●０－１ 0 -16

豊島学院B ●０－１ ●１－２ ○１－０ ○４－２ ●０－３ 6 -2

都向丘 ●０－４ ●０－１ ○４－３ ●２－６ ○１－０ ○３－０ 9 -4

　　2009年度前期（第7回）　Ｅリーグ　星取表　

２部ＤＵリーグ

２部ＵＯリーグ

平成21(2009)年度前期 　第27回ＤＵＯリーグ

　　　(DUOリーグとリバーサイドリーグによる上位リーグ）

2009年度前期（第27回）　DUOリーグ　星取表
１部リーグ

 
 
 


