
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
徳島市立高 3 4 8 4 6 7 4 8 7 12 63
鳴門高 7 11 3 3 3 4 5 6 6 7 55
徳島商高 8 11 10 9 1 1 3 4 47
徳島ヴォルティスユース 2 4 5 6 3 6 3 5 6 6 46
徳島北高 1 1 1 3 4 2 4 10 4 2 32
川島高 2 2 4 4 2 5 2 1 1 23
城ノ内高 5 5 1 3 2 1 17
富岡東高 1 3 4 3 3 2 16
徳島科学技術高 4 4 4 12
阿波高 2 5 2 1 10
池田高 3 1 1 1 1 1 1 1 10
辻高 2 1 1 3 7
小松島高 1 3 1 1 6
鳴門工高 1 2 3
生光学園高 1 1 1 3
富岡西高 1 1 2
城北高 1 1 2
海部高 1 1
鴨島商高 1 1
阿南高専 1 1
吉野川高 1 1
鳴門渦潮高 1 1

37 51 35 30 26 46 24 38 33 39



2016 佐野 雄亮 徳島市立高 川内中
高畑 勇人 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
郡 紘平 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
水田 智 徳島市立高 川内中
山田 晟司 徳島市立高 池田中
吉田 顕世 徳島市立高 板野中
上野 謙太朗 徳島市立高 藍住中
山本 史弥 徳島市立高 徳島FCリベリモ
吉田 翔 徳島市立高 川内中
梅津 礼雄 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
橋本 日向 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
小原 一真 徳島市立高 北島中
坂本 一真 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
藤岡 啓吾 鳴門高 プルミエール徳島SC
中山 竜介 鳴門高 井川中
曽根 大雅 鳴門高 西淡中
山本 日向 鳴門高 藍住東中
長尾 岳 鳴門高 プルミエール徳島SC
南野 心 鳴門高 プルミエール徳島SC
木野 辰哉 阿波高 上板中
山田 舜将 徳島科学技術高 徳島ヴォルティスJY
中村 和輝 徳島科学技術高 リベラール
渡邊 克己 徳島科学技術高 鳴門一中
岡部 雅也 徳島科学技術高 リベラール
真鍋 大貴 池田高 美馬中
入谷 郁哉 徳島商高 徳島FCリベリモ
西 大輔 徳島商高 徳島ヴォルティスJY
福本 駿 徳島商高 城西中
新堀 竜輝 徳島商高 八万中
高松 功介 徳島北高 鳴門一中
次本 成立 徳島北高 徳島ヴォルティスJY
大森 拓弥 鳴門渦潮高 鳴門一中
大坪 裕典 川島高校 山川中
窪北 賢太 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
森本 瑞生 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
河野 力哉 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
中野 小次郎 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
欅田 卓也 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
平山 翔太 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC



2015 奥田 雄大 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
吉川 航平 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
金丸 雅 徳島市立高 井川中
鏡 洋人 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
蔭西 竜之介 徳島市立高 川内中
岸田 大世 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
安丸 諒 徳島市立高 城西中
浜田 鷹人 城北高 プルミエール徳島SC
岡山 達哉 徳島科学技術高 徳島FCリベリモ
廣永 航基 徳島科学技術高 徳島FCリベリモ
井形 祐馬 徳島科学技術高 北島中
丸山 万葉 徳島科学技術高 徳島FCリベリモ
大戸 陽介 生光学園高 城東中
坂本 優斗 鳴門高 プルミエール徳島SC
中尾 慶心 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
川添 晃 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
河野 匠哉 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
丸川 侃矩 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
山本 達也 鳴門高 徳島FCリベリモ
森 駿太 徳島商高 八万中
佐藤 永望 徳島商高 坂野中
鎌田 冬弥 徳島商高 国府中
山本 雄大 徳島北高 徳島FCリベリモ
坊野 傑 徳島北高 北島中
里出 怜央 徳島北高 プルミエール徳島SC
鈴木 寿希也 徳島北高 鳴門一中
原 直輝 川島高校 プルミエール徳島SC
岸 龍太郎 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
堀口 皓平 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
姫田 耕大 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
吉村 恒輝 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
後藤 卓磨 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
長野 諒 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY



2014 下村 冬威 徳島市立高 川内中
中峯 正博 徳島市立高 川内中
日下 翔太 徳島市立高 徳島FCリベリモ
大西 致誠 徳島市立高 井川中
辻 拓也 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
福住 卓磨 徳島市立高 プルミエール徳島SC
前田 紘志 徳島市立高 川内中
齋藤 幹久 徳島市立高 城東中
高畠 淳也 徳島北高 徳島FCリベリモ
永峰 潤 徳島北高 北島中
重本 玄太 徳島北高 徳島ヴォルティスJY吉野川
富永 悠介 徳島北高 国府中
播磨 栄治 徳島北高 鳴門一中
滝川 皓也 徳島北高 徳島FCリベリモ
藤井 勇人 徳島北高 藍住中
久米川 一輝 徳島北高 徳島ヴォルティスJY吉野川
寒川 遼 徳島北高 徳島FCリベリモ
扶川 魁 徳島北高 プルミエール徳島SC
木村 洸希 吉野川高 吉野中
齋藤 龍也 城ノ内高 鳴門一中
山田 篤弥 徳島科学技術高 徳島ヴォルティスJY
中川 慶哉 徳島科学技術高 プルミエール徳島SC
濱 柊平 徳島科学技術高 藍住中
桑原 怜央奈 徳島科学技術高 城西中
阿部 大 小松島高 阿南一中
中尾 優生 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
中村 諒治 鳴門高 プルミエール徳島SC
濱西 俊樹 鳴門高 鳴門二中
安永 龍平 鳴門高 プルミエール徳島SC
島藤 翔希 鳴門高 川内中
眞田 左京 鳴門高 大麻中
山本 浩平 池田高 井川中
河野 匠亮 徳島商高 上八万中
板野 能己 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY吉野川
牛田 敦也 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
茶納 直樹 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
井浦 陽司 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY吉野川
葭本 有優任 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY吉野川



2013 室井 嵐 小松島高 小松島中
高橋 理駆 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
川人 辰也 徳島市立高 井川中
岸田 龍也 徳島市立高 市場中
郡 捷太 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
笠井 啓太 徳島商高 ルーテル学院中
岡本 和樹 徳島北高 松茂中
竹原 諒人 徳島北高 北島中
高瀬 将平 徳島北高 徳島FCリベリモ
井上 流星 徳島北高 松茂中
四宮 雅士 富岡東高 阿南FC
後藤 翼 富岡東高 阿南FC
林 壮太 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
真田 右京 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
宮井 智史 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
山口 博也 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
松浦 一樹 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
川上 侑俊 川島高 徳島ヴォルティスJY
藤本 啓佑 川島高 山川中
小泉 翔 城ノ内高 徳島ヴォルティスJY
大谷 哲矢 城ノ内高 徳島ヴォルティスJY
巽 拓也 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
渡辺 遥大 徳島ヴォルティスユース 松茂中
姫田 泰成 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC



2012 西岡田 渉 阿波高 徳島ヴォルティスJY
笠井 祥輝 阿波高 吉野中
坂井 大起 小松島高 プルミエール徳島SC
阿部 洋平 小松島高 津田中
松下 洋祐 小松島高 阿南FC
石山 魁 池田高 井川中
武田 崇靖 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
真杉 恭平 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
小出 慈英 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
河野 玲 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
山岡 圭太 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
原 俊太郎 徳島市立高 プルミエール徳島SC
圓藤 敦也 徳島市立高 鳴門一中
坂野 涼太 徳島商高 川内中
石原 賢治 徳島商高 城西中
藤井 宏記 徳島商高 徳島FCリベリモ
松井 秀斗 徳島商高 京都FC長岡京
上田 祐矢 徳島商高 藍住東中
松島 陽平 徳島商高 プルミエール徳島SC
氏橋 太郎 徳島商高 徳島ヴォルティスJY
明石 広 徳島商高 徳島ヴォルティスJY吉野川
上野 息吹 徳島商高 阿南FC
小川 瑞貴 徳島北高 藍住東中
蔵本 祥吾 徳島北高 北島中
湯浅 裕哉 富岡東高 阿南FC
米田 翔 富岡東高 日和佐中
山川 奨太 富岡東高 小松島中
宮本 智法 鳴門高 プルミエール徳島SC
南野 秀斗 鳴門高 プルミエール徳島SC
楠 佳之 鳴門高 藍住東中
恵木 政嘉 鳴門高 川内中
橋本 大知 川島高 山川中
石川 駿 川島高 山川中
佐川 巽郎 川島高 山川中
武澤 昴大 川島高 徳島ヴォルティスJY吉野川
西岡 航 川島高 市立川島中
八重垣 哲二 城ノ内高 城西中
平島 一起 城ノ内高 徳島中
多田 直毅 城ノ内高 プルミエール徳島SC
宮本 直人 阿南高専 鳴門一中
大西 泰登 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
窪田 幹久 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
中川 翼 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
田中 智史 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
武岡 大亮 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
大本 和樹 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY



2011 酒巻 孝啓 徳島市立高 北島中
近藤 亮 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
島田 拓弥 徳島市立高 徳島中
山口 達也 徳島市立高 徳島中
森本 幸樹 徳島市立高 徳島FCリベリモ
坂東 勇真 徳島市立高 徳島FCリベリモ
平岡 侑祐 池田高 井川中
安藤 優祐 辻高 池田中
大西 洸輝 辻高 井川中
佐々木 勝哉 辻高 井川中
森 健幸 徳島北高 徳島ヴォルティスJY
吉岡 裕之 徳島北高 藍住中
細谷 耕平 徳島北高 北島中
芝原 雅希 徳島北高 北島中
福住 省吾 富岡東高 徳島ヴォルティスJY
柳澤 勇太 富岡東高 阿南FC
春木 健太 富岡東高 徳島ヴォルティスJY
宮内 龍之介 鳴門高 徳島FCリベリモ
志摩 里紀 鳴門高 川内中
大塚 賢人 鳴門高 鳴門二中
庄野 綾太 川島高 山川中
谷口 公哉 川島高 山川中
宮本 眞聡 生光学園高 南淡中
桑島 昂平 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
増矢 聡 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
梅田 寛人 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC



2010 岡本 晃輝 富岡東高 羽ノ浦中
山本 康平 富岡東高 羽ノ浦中
廣瀬 貴士 富岡東高 阿南二中
岡久 和憲 富岡東高 阿南中
大谷 浩生 鳴門工高 南部中
廣田 竜也 鳴門工高 ソレイユ
竹原 一輝 池田高 三野中
近藤 耕生 徳島市立高 井川中
戎谷 友希 徳島市立高 松茂中
村山 飛翔 徳島市立高 徳島FCリベリモ
森岡 浩生 徳島市立高 吉野中
米澤 亮 富岡西高 鷲敷中
藤田 陵 川島高 美馬中
祖父江 優舞 川島高 徳島ヴォルティスJY吉野川
住友 伸吾 川島高 山川中
奈良 隆太郎 川島高 国府中
川上 智史 徳島北高 国府中
古谷 圭 徳島北高 徳島ヴォルティスJY
天羽 佑介 徳島北高 北島中
橋井 創 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
朝倉 優也 鳴門高 城東中
戎 一平 鳴門高 徳島ヴォルティスJY
小泉 光 城ノ内高 プルミエール徳島SC
山口 愛騎 小松島高 羽ノ浦中
藤本 誠也 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
津司 啓太 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
友成 健悟 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
小笠 祐史 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
渡邊 太晟 徳島ヴォルティスユース プルミエール徳島SC
大西 良季 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY



2009 後藤 正次 徳島商高 徳島ヴォルティスJY
中島 優希 徳島商高 徳島ヴォルティスJY
日浦 陸 徳島商高 国府中
田川 将平 徳島商高 徳島ヴォルティスJY
弓場 広介 徳島商高 城西中
新濱 大輔 徳島商高 阿南中
佐々木 泰斗 徳島商高 城西中
吉成 直樹 徳島商高 阿南中
児島 幸貴 徳島商高 上八万中
松本 優太 徳島商高 国府中
古川 大輔 徳島市立高 プルミエール徳島SC
柳本 拓 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
笠井 洸希 徳島市立高 プルミエール徳島SC
石原 隆志 徳島市立高 城西中
新居 成介 徳島市立高 徳島ヴォルティスJY
竹内 淳貴 徳島市立高 富田中
綴木 達也 徳島市立高 プルミエール徳島SC
井手 真郷 徳島市立高 プルミエール徳島SC
日野 良紀 鳴門高 プルミエール徳島SC
佐藤 真弘 鳴門高 大麻中
山下 拓真 鳴門高 プルミエール徳島SC
尾形 裕 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
岡 卓磨 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
喜多 一至 徳島ヴォルティスユース 徳島ヴォルティスJY
中村 赳留 徳島ヴォルティスユース 八万中
田村 諒 徳島ヴォルティスユース 下松ジュニア
多田 侑生 徳島北高 国府中
岡川 亮平 富岡西高 新野中
西岡 健太 辻高 井川中
貞野 剛範 川島高 山川中
谷内 健太 川島高 吉野川SC
冨本 篤史 川島高 山川中
寒川 勇 川島高 山川中
牛尾 彰太 池田高 吉野川SC
新宮 涼太 鳴門工高 北島中



2008 中川 裕介 徳島商高
佐々木 一輝 徳島商高
近藤 俊矢 徳島商高
塩谷 星矢 徳島商高
香西 恵介 徳島商高
市山 勝也 徳島商高
平 祥吾 徳島商高
山本 征矢 徳島商高
稲井 健弥 徳島商高
坂辺 和也 徳島商高
中島 敬 徳島商高
石川 雅博 鳴門高
松浦 一平 鳴門高
南條 駿 鳴門高
阿部 顕大 鳴門高
細川 浩明 鳴門高
高橋 功治 鳴門高
小西 健太 鳴門高
浜西 大輔 鳴門高
井上 雄貴 鳴門高
宮本 健志 鳴門高
立見 隼人 鳴門高
新居 圭祐 徳島ヴォルティスユース
谷脇 早斗 徳島ヴォルティスユース
小林 建登 徳島ヴォルティスユース
藤本 貴大 徳島ヴォルティスユース
山中 大士 徳島市立高
勝瑞 誠 徳島市立高
坂口 弘樹 徳島市立高
久田 勇太 徳島市立高
廣瀬 良平 城ノ内高
日下 裕太 城ノ内高
酒井 惇朗 城ノ内高
近藤 辰哉 城ノ内高
梶本 翔平 城ノ内高
西 俊彦 富岡東高
末岐 太志 富岡東高
福田 涼 富岡東高
川城 慎二 阿波高
藤川 憲 阿波高
大西 翔太 阿波高
小出 雄大 阿波高
松本 洋平 阿波高
南 雄太 川島高
中尾 裕 川島高
東野 正裕 城北高
大黒 健太 海部高
山本 尚矢 鴨島商高
臼杵 佑太郎 徳島北高
瀧本 祥寛 辻高
大浦 大輔 池田高



2007 武田 侑也 徳島商高
坂口 達哉 徳島商高
平野 雅大 徳島商高
吉成 侑弥 徳島商高
永井 翔也 徳島商高
打樋 耕平 徳島商高
柴山 拓也 徳島商高
蔦野 智也 徳島商高
清水 俊男 鳴門高
片山 裕登 鳴門高
下北 祐輔 鳴門高
多田 昇悟 鳴門高
山下 修平 鳴門高
西條 輝 鳴門高
松本 尚也 鳴門高
堀河 俊大 徳島ヴォルティスユース
中村 雄太 徳島ヴォルティスユース
大森 達也 徳島市立高
森本 涼 徳島市立高
林 陽平 徳島市立高
松本 昂大 徳島北高
清水 翔平 城ノ内高
瀬尾 裕将 城ノ内高
真島 敬司 城ノ内高
岡 拓矢 城ノ内高
多田 健太 城ノ内高
亀井 直人 富岡東高
丸元 一史 辻高
安藤 遼祐 辻高
近藤 彰宏 生光学園高
福島 理仁 阿波高
武田 祐樹 阿波高
板東 佑樹 川島高
大舘 佳永 川島高
吉岡 裕司 池田高
近藤 葉平 池田高
樫原 侑弥 池田高


