
2009ＤＵＯリーグ通信 
 

 1 

2009.7.18.（中塚義実） 

2009ＤＵＯリーグ通信 No.8 
  
前期 DUO リーグは、7 月 19 日のイベントデーを残してすべて終了しました。最後になって試合が続

き、報告遅れからいくつかトラブルが発生したり、メーリングリストの混乱など通信環境をめぐって

さまざまな問題が発生したりと、スムーズにはいかなかった今期ですが、何とか全試合消化できまし

た。 
事務局から送られてきた「各リーグの最終版」にもいくつか修正箇所がありますので、最終結果は

ここに掲載されているものをご利用ください。 
明日（7 月 19 日）の DUO リーグ・アウォーズと DUO 会議で確認します。 

 

7 月 19 日（日）：DUO 会議について 
例年どおりですが、会議の概要は次のとおりです。担当者は資料を用意しておいてください。 

Ⅰ.チェアマンより 
１．ホームページのリニューアル（中塚） 
２．DUO リーグトレーナー制度の現状と今後（東京リゾート＆スポーツ専門学校） 
３．地区トップリーグとＴリーグの動向（玉生） 
 
Ⅱ．2009年度前期（第27回）ＤＵＯリーグについて 
１．経過・結果報告（各リーグ責任者および当該クラブ代表者） 

Ｅリーグ（岩野）、１部リーグ（梶山）、２部ＤＵリーグ（玉山）、２部ＵＯリーグ（山中） 
２．各賞選出 
 
Ⅲ．2009年度後期（第27回）ＤＵＯリーグについて 
０．新規加盟クラブの紹介  １．後期リーグの準備について（玉生事業部長） 
 
Ⅳ．各担当より（報告･審議） 
１．事業部門（玉生事業部長） 

１）審判部（担当：◎城西・文京・巣鴨） 
２）技術部（担当：◎郁文館・豊島・小石川） … DUO リーグ選抜・交流戦 

２．管理部門（神宮司管理部長） 
１）経理（担当：◎豊南・向丘・足立学園） 
２）広報（担当：◎淑徳巣鴨・日大豊山）…プログラムについて（準備日程／業者の変更など） 
３）規律（担当：◎豊島学院・京華）…前期中にあったこと 

３．企画部門（丸山企画部長） 
１）地域活動推進部 

①文京区…:◎昭和一・駒込・竹早 
②豊島区…:◎立教池袋・FC 西巣鴨 03 
③足立区…:◎都足立 

２）医・科学活動推進部（担当：◎江北・養和・本郷） 
３）スキンプロジェクト推進部（◎理事会） 
 

Ⅴ．その他 
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試合結果（～7 月 18 日） 
注）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 
☆7月12日（日）＜学習院高等科Ｇ＞ 
Eﾘｰｸﾞ 修徳A ４－１(3-1,1-0) 都城東（9：30／野村祐太郎・関東一） 
      得点者…修徳A：中島滝(2)、岡野正彦(2) 
          都城東：木原良介 
Eﾘｰｸﾞ 関東一 １－３（0-2,1-1) 学習院（11：00／土田拓輝・修徳） 
      得点者…関東一：香山彰利 
          学習院：藤井悠也、平本貴之、渡辺俊介 
      警 告…関東一：香山彰利（ラフプレー）、佐藤駿佑（反スポ） 

＜本郷高校Ｇ＞ 
Eﾘｰｸﾞ 本 郷 １－５(1-2,0-3) かえつ有明（14：00／小林靖武・修徳） 
      得点者…本郷：宮崎達文 
          かえつ有明：荒井敬介(2)、稲毛蔵樹、浅川明人、浜田航 
Eﾘｰｸﾞ 都江北A ４－３（2-1,2-2) 修徳B（15：40／本間匠・かえつ） 

得点者…都江北A：稲野嵐(2)、阿部大輝、竹内祐貴 
修徳B：佐藤領(2)、小田将太郎 

      警 告…都江北A：竹内祐貴（反スポ） 
 
◆DUO リーグ 
☆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…立教池袋：横山佳津雄、湯川健、清水瞭(3)、谷崇彦(2)、オウンゴール 
      警 告…本郷：梅田諒太（ラフプレー） 
☆7月4日（土）＜都足立高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ４－１（2-1,2-0) 都文京（15：10／安藤亮：都足立コーチ：5・5） 
      得点者…都足立：金澤孝宏、丹沢正義、加藤肇彬、高橋世治 
          都文京：柁原悟 
      警 告…都文京：白鳥雄平（ラフプレー） 
☆7月9日（木）＜江北橋右岸G＞ 
2部DU 淑徳巣鴨B １－３（1-2,0-1） 都江北B（16：40／室橋善仁・淑徳巣鴨教諭：4・3） 
      得点者…淑徳巣鴨B：オウンゴール 
          都江北B：齋藤一輝、保坂勘介、大原仁 
☆7月12日（日）＜都江北高校G＞ 
2部DU 都江北B ４－０（2-0,2-0） FC西巣鴨03（13：30／櫻井晃・都江北2年：3・3） 
      得点者…都江北B：斎藤一輝、古藤勇稀 
          FC西巣鴨：唐沢貴也、多田有佑 

＜本郷高校G＞ 
2部UO 本郷ONE １－３（0-1,1-2） 淑徳巣鴨A（17：20／室橋善仁・淑徳巣鴨教諭：3・5） 
      得点者…本郷ONE：岡村健太郎 
          淑徳巣鴨A：安井隼人、山下修、坪井渉 

＜筑波大附属高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都小石川 １－０（0-0,1-0) 筑波大附（10：00／江口勝彦・都豊島教諭：4・4） 
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      得点者…都小石川：井戸克哉 
      警 告…筑波大附：三井護（ラフプレー） 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 ３－１（2-0,1-1） 郁文館（11：40／長山拓郎・都小石川教諭：5・5） 
      得点者…都豊島：千崎尉一朗(2)、矢口健太郎 
          郁文館：守屋達雄 

＜葛飾総合高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ５－０（4-0,1-0) 駒 込（16：30／石塚正紀・葛飾総合教諭：5・4） 
      得点者…都足立：金子博樹(2)、金野純丈(3) 
 
☆7月13日（月）＜代々木公園サッカーＧ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 １－０（1-0,0-0) 駒 込（17：30／宮坂拓弥・駒込教諭：5・5） 
      得点者…都豊島：千崎尉二朗 
☆7月14日（火）＜是政Ｇ＞ 
2部DU 豊 南 ０－５（0-2,0-3) 豊島学院A（16：30／小島学・豊島学院教諭：5・5） 
      得点者…豊島学院Ａ：中山景(3)、奥山竜之介、本風人 

＜代々木公園サッカーＧ＞ 
2部DU 豊島学院B ０－４（0-2,0-2) 城 西（16：00／嶋野雅春・城西教諭：5・5） 
      得点者…城 西：奥田圭、菅原翔、中山大地、結城貴弘 

＜都小石川高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都小石川 ３－４（1-2,2-2) 都足立（18：00／長山拓郎・都小石川教諭：5・5） 
      得点者…都小石川：松木翔彦、柳下大祐、小岩謙一郎 
          都足立：高橋世治、金野洋佳、岡田康尚、丹沢正志 
☆7月15日（水）＜江北橋右岸Ｇ＞ 
2部UO 淑徳巣鴨A ４－１（1-0,3-1) 巣 鴨（16：00／室橋善仁・淑徳巣鴨教諭：5・5） 
      得点者…淑徳巣鴨A：青木駿、安井隼人(3) 
                巣鴨：野川博嗣 
      警 告…巣 鴨：藤祐樹（反スポ） 

＜京華浦和Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 京 華 ２－１（1-1,1-0) 日大豊山UNO（16：30／小金丸浩志・京華教諭：5・5） 
      得点者…京 華：増子翔太、鈴木慎一郎 

         日大豊山：辻川敦也 
＜新砂運動場Ｇ＞ 

2部DU 昭和一 ６－１（1-1,5-0) 獨協 （不明／本郷桂太郎・獨協教諭：5・5） 
      得点者…昭和一：斎藤駿平(3)、篠原大祐、星野与至、花香亮平  
          獨 協：今枝遼 
☆7月16日（木）＜新砂運動場Ｇ＞ 
2部DU 昭和一 １－３（0-0,1-3) 豊島学院（15：30／早川幸治・豊島学院教諭：5・5） 
      得点者…豊島学院A：中山景(2)、奥山竜之介 
          昭和一：宮崎颯 
      警 告…昭和一：星野与至（ラフプレー） 

＜荒川小菅緑地Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都足立 ３－１（1-1,2-0) 筑波大附（16：00／加藤雅也・都足立コーチ：4・4） 
      得点者…都足立：村岡遼太郎、内田大貴(2) 
          筑波大附：笠原将 
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注）以下の試合結果が「DUOリーグ通信」に記録されていませんでした。小石川vs文京

以外は、事務局が発行する「試合記録No｡6」には記載されていたものです。 
 
☆5月16日（土）＜立教池袋高校Ｇ＞ 
2部UO 都向丘 ４－３（2-0,2-3) 立教池袋（9：00／加藤邦晃・立教池袋ｺｰﾁ：5・5） 
      得点者…都向丘：五十嵐顕司(2)、吉原俊行、福島敦 
          立教池袋：植松優一、谷崇彦、長田優太 
      警 告…立教池袋：西原到（反スポーツ的行為） 
 
☆5月30日（土）＜江北橋右岸Ｇ＞ 
2部UO 淑徳巣鴨A ４－０（0-0,4-0) 城 西（16：00／嶋野雅春・城西教諭：5・5） 
      得点者…淑徳巣鴨：安井隼人(2)、加藤達真、オウンゴール 
 
☆5月31日（日）＜都江北高校Ｇ＞ 
2部DU 豊 南 ３－２（1-1,2-1) 都江北B（13：30／野口和博・豊南教諭：4・5） 
      得点者…豊 南：清瀬拓也(2)、斉藤貴哉 
          都江北B：関戸光史、松野祐希也 
      警 告…豊 南：斉藤貴哉（反スポ）、元國純平（反スポ） 
 
☆6月6日（土）＜都豊島高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都豊島 ３－１（2-1,1-0) 京 華（15：00／山井秀臣・都豊島ｺｰﾁ：5・5） 
      得点者…都豊島：青木直人、千崎尉一朗、糸山隆志 
          京 華：増子翔太 
 
☆6月7日（日）＜立教池袋高校Ｇ＞ 
2部UO 立教池袋 ７－１（2-0,5-1) 城 西（9：00／小島学：豊島学院ｺｰﾁ：5・5） 
      得点者…立教池袋：植松優一(3)、谷崇彦、伊藤佑太、森貴大、水穂優太 
          城 西：佐藤正隆 
2部UO 豊島学院B ０－１（0-0,0-1) 巣鴨A（10：30／ｳｫｰﾘｰｱﾚｯｸｽ慶・立教池袋2年：3・4） 
      得点者…巣鴨：星野太一  

＜都江北高校Ｇ＞ 
2部DU 都江北B ２－２（0-0,2-2) 豊島学院A（15：30／原田一輝・豊南2年：2・3） 
      得点者…都江北B：鹿野拓也、齋藤一輝 

        豊島学院A：中山景、佐々木速人 
2部UO 豊 南 ０－４（0-2,0-2） 昭和一（17：00／早川幸治・豊島学院教諭：5・5） 
      得点者…昭和一：斉藤駿平(3)、遠藤将光  
      退 場…豊 南：星野与至（乱暴） 

＜都小石川高校Ｇ＞ 
1部ﾘｰｸﾞ 都小石川 ３－１（2-0,1-1）都文京（13：30／梶山嘉則・都文京教諭：4・4／大坪、杉田） 

得点者…都小石川：小林勇祐(2)、小岩謙一郎 
都文京：白鳥雄平 

警 告…松木翔彦（遅延） 
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順位表（～7月17日） 

◆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 6勝1敗0分 18 29 9 20 0

2 都江北A 6勝1敗0分 18 20 8 12 0

3 修徳B 5勝2敗0分 15 22 14 8 0

4 かえつ有明 3勝3敗1分 10 17 17 0 0

5 都城東 2勝4敗1分 7 13 17 -4 0

6 学習院 2勝4敗1分 7 10 14 -4 0

7 関東一 1勝4敗2分 5 14 19 -5 0

8 本郷θ 0勝6敗1分 1 6 33 -27 0  
 
◆DUO リーグ 
＜1 部リーグ＞ 

チーム名 勝 敗 勝点 得点 失点 得失差 残試合

1 都足立 7勝 1敗 1分 22 33 18 15 0

2 都豊島 7勝 1敗 1分 22 24 14 10 0

3 京　華 5勝 2敗 2分 17 20 11 9 0

4 筑波大附 5勝 4敗0分 15 19 16 3 0

5 郁文館 4勝 4敗 1分 13 21 18 3 0

6 都小石川 4勝 4敗 1分 13 24 27 -3 0

7 都文京 3勝 6敗0分 9 17 23 -6 0

8 足立学園 2勝 5敗 2分 8 19 22 -3 0

9 日大豊山 2勝 7敗0分 6 16 30 -14 0

10 駒　込 2勝 7敗0分 6 12 26 -14 0  
 

 
 
＜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 豊島学院A 5勝0敗1分 16 28 5 23 0

2 昭和一 4勝1敗1分 13 19 7 12 0

3 豊　南 3勝3敗0分 9 13 17 -4 0

4 FC西巣鴨03 2勝3敗1分 7 10 14 -4 0

5 獨　協 2勝3敗1分 7 14 19 -5 0

6 都江北B 1勝2敗3分 6 13 15 -2 0

7 淑徳巣鴨B 0勝5敗1分 1 5 25 -20 0  
 
＜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 淑徳巣鴨A 5勝1敗0分 15 22 5 17 0

2 巣鴨A 4勝1敗1分 13 15 7 8 0

3 城　西 3勝2敗1分 10 16 13 3 0

4 立教池袋 3勝3敗0分 9 21 13 8 0

5 都向丘 3勝3敗0分 9 10 14 -4 0

6 豊島学院B 2勝4敗0分 6 6 12 -6 0

7 本郷ONE 0勝6敗0分 0 5 31 -26 0  
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得点ランキング（～7 月 17 日） 
◆Eリーグ 131点 

1位 6点 荒井敬介（かえつ）

2位 5点 中島滝（修徳A） 香山彰利（関東一） 竹内祐貴（江北A） 佐藤領（修徳B）

6位 4点 土田将輝（修徳A） 岡田紘季（修徳A） 斎藤匡礼（修徳A） 堀切祐介（修徳B）

川島昭紀（江北A） 阿部大輝（江北A） 木原良介（城東） 鶴岡大輝（城東）

14位 3点 岡野正彦（修徳A） 大塚健太（修徳B） 間野健洋（城東） 稲野嵐（江北A）

藤井悠也（学習院）

19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） 小田将太郎（修徳B） 市川翔太（関東一） 飯島一貴（関東一）

小野雄太郎（学習院） 渡辺俊介（学習院） 稲毛茂樹（かえつ） 藤山世開（かえつ）

佐藤允一（本郷） 富沢貴広（城東）

33位 1点 島田大陸（かえつ） 浅川明人（かえつ） 木村駿介（かえつ） 今泉和也（かえつ）

早川英幸（かえつ） 浜田航（かえつ） 小澤歩（修徳A） 内藤誠（修徳A)

松井昴（修徳A) 笈川大希（修徳A） 田中雅貴（修徳B） 青木貴裕（修徳B）

河津勇樹（修徳B） 末藪大輔（関東一） 横井孝俊（関東一） 加藤大樹（関東一）

田中佑幸（関東一） 鈴木嵩弘（江北A） 桜井秀祐（江北A） 新井翔太（江北A）

平本貴之（学習院） 長手達哉（学習院） 太田峻介（学習院） 澤田祐太（本郷）

宮崎達文（本郷） 田中直貴（本郷） 宮崎達也（本郷）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（かえつ） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（江北A） ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（関東一）  
 
 
◆DUO リーグ 
＜1 部リーグ＞ 205 点 

1位 10点 小岩謙一郎（小石川）

2位 8点 松岡雄介（郁文館） 千崎尉二朗（豊島）

4位 7点 内田大貴（都足立）

5位 6点 白鳥雄平（都文京） 柁原悟（都文京） 金野洋佳（都足立） 青木直人（豊島）

9位 5点 辻川敦也（日大豊山） 吉澤匠（京華） 中山達矢（筑波） 石川優真（足立学園）

大澤健人（駒込）

14位 4点 杉山龍一（駒込） 藤原一将（郁文館）

16位 3点 郡翔太郎（日大豊山） 和田康平（都足立） 金子博樹（都足立） 三枝純幸（都足立）

松木翔彦（小石川） 小林勇祐（小石川） 中塚亮太（筑波） 新井俊亮（足立学園）

鬼塚潤平（足立学園） 苦瀬勇二（京華） 増子翔太（京華） 小口翔平（郁文館）

28位 2点 糸山隆志（都豊島） 東原巧次朗（都豊島） 鈴木健夫（都足立） 丹沢正義（都足立）

高橋世治（都足立） 高橋海（小石川） 柳下大祐（小石川） 長井佑樹（筑波）

佐藤壮真（日大豊山） 仁木亮輔（京華） 麻貴紀（京華） 鈴木慎一郎（京華）

須賀大介（郁文館）

41位 1点 大澤佑太（日大豊山） 黒澤晃（日大豊山） 田中浩太（日大豊山） 丸山湧人（日大豊山）

高嶋亮平（日大豊山） 小林怜弘（日大豊山） 草場正道（都豊島） 冨山祐生（都豊島）

清水謙吾（都豊島） 木村敦史（都豊島） 須之内健太（都豊島） 矢口健太郎（都豊島）

小池紘史（都文京） 松本拓也（都文京） 頓所晃尚（都文京） 折井敦郎（都文京）

津久井康介（都文京） 村岡遼太郎（都足立） 大室翔平（都足立） 金澤考宏（都足立）

加藤肇彬（都足立） 岡田康尚（都足立） 井戸克哉（小石川） 神殿尚明（小石川）

本橋銀太（小石川） 高久悠輝（小石川） 笠原将（筑波） 室谷祐樹（筑波）

端崎大介（筑波） 八田良樹（筑波） 三井譲（筑波） 白松昌起（筑波）

中島聡（筑波） 根本義規（筑波） 奥勇人（足立学園） 大金優樹（足立学園）

小松田優（足立学園） 栗城諒一（足立学園） 山本拓也（足立学園） 平野和佑（足立学園）

山田大樹（足立学園） 東畑収（足立学園） 須貝仁（駒込） 全将希（駒込）

本田裕之（駒込） 前澤翔（京華） 三戸哲郎（京華） 秋田敬（京華）

守屋達雄（郁文館） 植田卓矢（郁文館） 伊藤渉（郁文館） 奥健太郎（郁文館）

ｵｳﾝｺﾞｰﾙ（筑波）  
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＜2 部 DU リーグ＞ 102 点 
1位 14点 中山景（豊島学院A）

2位 10点 斉藤駿平（昭和一）

3位 6点 斉藤貴哉（豊南） 清瀬拓也（豊南）

5位 5点 小林伸二（豊島学院A） 奥山竜之介（豊島学院A）

7位 4点 豊口貴大（獨協） 齋藤一輝（江北B）

9位 3点 千丈直人（獨協） 中山聡（FC西巣鴨03） 安田邑太（FC西巣鴨03） 宮崎颯（昭和一）

13位 2点 舛谷隆之（江北B） 安井隼人（淑徳巣鴨B） 今枝遼（獨協）

16位 1点 梅田圭祐（獨協） 藤井義隆（獨協） 田中佑弥（獨協） 榊山洋貴（獨協）

石崎準人（獨協） 本風人（豊島学院A） 藤澤潤（豊島学院A） 佐藤翔太（豊島学院A）

佐々木速人（豊島学院A） 磯貝祐（江北B） 関戸光史（江北B）　 鹿野拓也（江北B）

保坂勘介（江北B）　　　 松野祐希也（江北B） 古藤勇稀（江北B） 大原仁（江北B）

江幡敬（昭和一） 遠藤将光（昭和一） 飯島郷（昭和一） 宮沢俊（FC西巣鴨03）

花香亮平（昭和一） 篠原大祐（昭和一） 星野与至（昭和一） 笹川雄基（豊南）

唐沢貴也（FC西巣鴨03） 多田有佑（FC西巣鴨03） 金子芳也（FC西巣鴨03） 岡田快太（淑徳巣鴨B）

浦大二郎（淑徳巣鴨Ｂ）

オウンゴール（淑徳巣鴨B）  
 
＜2 部 UO リーグ＞ 95 点 

1位 8点 安井隼人（淑徳巣鴨A） 結城貴弘（城西）

3位 6点 石橋浩平（淑徳巣鴨A）

4位 4点 吉原俊行（向丘） 植松優一（立教池袋） 奥田圭（城西）

7位 3点 武井秀文（巣鴨） 清水瞭（立教池袋） 谷崇彦（立教池袋）　

10位 2点 砂本達也（淑徳巣鴨A） 椿恭平（向丘） 五十嵐顕司（向丘） 中川主税（巣鴨）

川上兼堂（巣鴨） 西慶三（巣鴨） 野川博嗣（巣鴨） 佐藤正隆（城西）

浅野拓也（豊島学院B） 森貴大（立教池袋）

20位 1点 上和野翔太（巣鴨） 星野太一（巣鴨） 松永浩亮（巣鴨） 田地野将太（巣鴨）

光清拓也（豊島学院B） 木村恵太（豊島学院B） 川元祥孝（豊島学院B） 藤原真之（豊島学院B）

湯川健（立教池袋） 長田優太（立教池袋） 伊藤佑太（立教池袋） 横山佳津雄（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） 坪井渉（淑徳巣鴨A） 青木駿（淑徳巣鴨A）

中間堅太郎（淑徳巣鴨A） 加藤達真（淑徳巣鴨Ａ） 山下修（淑徳巣鴨A） 池田佳司（本郷）

岡村健太郎（本郷） 松永智（本郷） 斉藤秋希（本郷） 飯田拓郎（向丘）

福島敦(向丘） 中山大地（城西） 谷口優太（城西） 菅原翔（城西）

オウンゴール（豊島学院B） オウンゴール（豊島学院B） オウンゴール（城西） オウンゴール（立教池袋）  
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2009.7.13.

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

修徳A ○４－１ ○２－１ ○２－１ ○１１－０ ○５－０ ●１－３ ○３－２ 18 20

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

学習院 ●１－４ ●１－２ ○３－１ ○２－１ △１－１ ●０－１ ●２－４ 7 -4

本郷θ ●０－４ ●０－１１ △３－３ ●１－２ ●１－５ ●０－６ ●１－２ 1 -27

かえつ有明 ○２－０ ●０－５ ●３－４ △１－１ ○５－1 ○４－３ ●２－３ 10 0

都江北A ○１－０ ○３－１ ○２－０ ○１－０ ○６－０ ●３－４ ○４－３ 18 12

修徳B ○６－１ ●２－３ ○３－２ ○４－２ ○２－１ ○３－２ ●３－４ 15 8

2009.7.17.

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 ○4-3 ○3-1 ●2-4 △3-3 ○4-3 ○4-1 ○4-2 ○4-1 ○5-0 22 15

足立学園A ●3-4 ●2-3 ●1-3 △0-0 ○4－2 ●2－5 ●1-3 △2-2 ○4-0 8 -3

筑波大附 ●1-3 ○3-2 ●1-3 ●1-2 ●0-1 ○4-1 ○5-2 ○2-1 ○2-1 15 3

都豊島 ○4-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 △2-2 ○4-3 ●1-3 ○3-1 ○1-0 22 10

京　華 △3-3 △0-0 ○2-1 ●1-3 ○6-0 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○3-0 17 9

都小石川 ●3-4 ●2－4 ○1-0 △2-2 ●0-6 ○3-1 ○6-1 ●3-6 ○4-3 13 -3

都文京 ●1-4 ○5-2 ●1-4 ●3-4 ○2-1 ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●0-2 9 -6

日大豊山UNO ●2－4 ○3-1 ●2－5 ○3-1 ●1-2 ●1-6 ●0-3 ●1-2 ●3-6 6 -14

郁文館 ●1-4 △2-2 ●1-2 ●1-3 ●1-2 ○6-3 ○3-1 ○2-1 ○4-0 13 3

駒　込 ●0-5 ●0-4 ●1-2 ●0-1 ●0-3 ●3-4 ○2-0 ○6-3 ●0-4 6 -14

2009.7.18.

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 ○３－１ △２－２ ○５－２ ○８－０ ○５－０ 16 23

FC西巣鴨03 ●０－５ ●１－３ △２－２ ○３－０ ○３－１ ●１－３ 7 -4

昭和一 ●１－３ ○３－１ ○５－２ ○６－１ △０－０ ○４－０ 13 12

都江北B △２－２ △２－２ ●２－５ △２－２ ○３－１ ●２－３ 6 -2

獨　協 ●２－５ ●０－３ ●１－６ △２－２ ○６－１ ○３－２ 7 -5

淑徳巣鴨B ●０－８ ●１－３ △０－０ ●１－３ ●１－６ ●２－５ 1 -20

豊　南 ●０－５ ○３－１ ●０－４ ○３－２ ●２－３ ○５－２ 9 -4

2009.7.18.

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 ●１－４ ○６－１ ○１－０ ○４－０ 13 8

城　西 △１－１ ●１－７ ●０－４ ○９－１ ○４－０ ○１－０ 10 3

立教池袋 ●１－２ ○７－１ ●０－５ ○８－０ ○２－１ ●３－４ 9 8

淑徳巣鴨A ○４－１ ○４－０ ○５－０ ○３－１ ●０－１ ○６－２ 15 17

本郷ONE ●１－６ ●１－９ ●０－８ ●１－３ ●２－４ ●０－１ 0 -26

豊島学院B ●０－１ ●０－４ ●１－２ ○１－０ ○４－２ ●０－３ 6 -6

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

平成21(2009)年度前期 　第27回ＤＵＯリーグ　最終版
　　2009年度前期（第7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）

2009年度前期（第27回）　DUOリーグ　星取表
１部リーグ

２部ＤＵリーグ

２部ＵＯリーグ

 


