
徳島ヴォルティス サポーターズカンファレンス
No. 開催日時 時間(h) 場所 参加者 クラブ側 メディア参加

1 2006/09/11(月) 19:00 2.00 鳴門総合運動公園体育館2F 視聴覚室 サポーター、ファン約200名
代表取締役 髙本 浩司
GM 米田豊彦

2 2007/02/17(土) 13:00 1.50 あすたむらんど徳島 サポーター、ファン約100名 代表取締役 髙本 浩司

3 2007/07/01(日) 15:00 1.50 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール2F 視聴覚室 サポーター、ファン約100名
代表取締役 髙本 浩司
伊藤 徳也

4 2008/01/27(日) 10:00 1.50 あすたむらんど徳島 サポーター、ファン 約100名
代表取締役 髙本 浩司
強化部長 中田 仁司

5 2008/08/09(土) 13:30 1.83 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール２Ｆ視聴覚室
事前申込者６０名中５２名
当日参加者１７名

代表取締役社長 髙本浩司
取締役     冨本 光
強化部長    中田仁司
営業推進部長  伊藤徳也（進行）

徳島新聞社
四国放送
スカイパーフェクトＴＶ

6 2009/02/01(日) 13:00 2.25 あすたむらんど徳島 子ども科学館内 特別展示室
事前申込者７７名中５６名
当日参加者１１名

代表取締役社長 新田広一郎
取締役     冨本 光
強化育成部長  中田仁司
事業部長    福島義史
営業推進部長  伊藤徳也（進行）

徳島新聞社
毎日新聞社
読売新聞

7 2009/07/20(月) 13:00 2.00 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール２F視聴覚室 約５０名

代表取締役社長 新田広一郎
取締役         冨本 光
強化育成部長   中田仁司
営業推進部長   伊藤徳也（進行）
事業部         大塚功太郎

8 2010/01/31(日) 14:00 2.00 藍住町役場　４Ｆ　町民シアター 約100名

代表取締役 新田広一郎
取締役         冨本 光
強化育成部長   中田仁司
営業推進部長   伊藤徳也
事業部長    福島義史

9 2010/08/01(日) 15:00 1.75 鳴門・大塚スポーツパーク　アミノバリューホール２階　視聴覚室
ファン・サポーターの皆様 ６０名
事前応募者       ４２名中３７名
当日参加者            １４名

代表取締役社長                        新田広一郎
強化育成部長兼テクニカルアドバイザー  中田仁司
取締役                 冨本 光
営業推進部長               伊藤徳也

10 2011/02/20(日) 14:00 2.00 藍住町役場 4階 町民シアター ファンサポーターの皆様 約100名

代表取締役社長 新田広一郎
取締役 冨本 光
強化部 担当者 岡田明彦
他徳島ヴォルティススタッフ

11 2011/08/14(日) 14:30 1.17 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール2 階 視聴覚室
ファン・サポーターの皆さま／５５名
事前応募／５１名応募中４４名出席
当日受付／１１名

代表取締役社長 新田 広一郎
取締役 冨本 光
強化部長 中田 仁司
営業推進部長 伊藤 徳也（進行）
インターンシップ参加者 ２名

徳島新聞社様

12 2012/02/25(土) 13:00 2.00 藍住町役場４階 町民シアター ファンサポーターの皆様 約６０名
体表取締役社長 新田広一郎
取締役 冨本 光
他 徳島ヴォルティススタッフ

13 2012/07/22(日) 14:00 1.50 鳴門・大塚スポーツパークアミノバリューホール２Ｆ視聴覚室
ファン・サポーターの皆さま ／ ３８名
事前申込３０名出席（事前申込数４３名）
当日受付 ８名

代表取締役社長  新田 広一郎
取締役      冨本 光
強化部長     中田 仁司
営業推進部長   伊藤 徳也（進行）

14 2013/02/17(日) 14:00 2.00 あわぎんホール（郷土文化会館）5階 小ホール ファン・サポーターの皆さま  55名
代表取締役社長 新田 広一郎
取締役     冨本 光
他 徳島ヴォルティススタッフ

15 2013/08/04(日) 14:00 1.50 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール2階 視聴覚室 ファン・サポーターの皆さま  51名
代表取締役社長 新田 広一郎
強化部長    中田 仁司
営業推進部長  福島 義史

16 2014/02/15(土) 14:00 2.00 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール2階 視聴覚室 ファン・サポーターの皆さま 54名
代表取締役社長 新田 広一郎
取締役 冨本 光
他 徳島ヴォルティススタッフ

17 2014/07/13(日) 14:00 2.00 藍住町役場4階 町民シアター ファン・サポーターの皆さま 57名
代表取締役社長 新田 広一郎
強化部長 中田 仁司
他 徳島ヴォルティススタッフ

18 2015/02/08(日) 13:00 2.00 藍住町役場4階 町民シアター ファン・サポーターの皆さま 約70名
代表取締役社長 新田 広一郎
強化部部長 岡田 明彦
他 徳島ヴォルティススタッフ

19 2015/07/12(日) 13:00 1.25 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール2階 視聴覚室 ファン・サポーターの皆様 84名
代表取締役社長 岸田 一宏
強化部部長 岡田 明彦
他 徳島ヴォルティススタッフ

20 2016/01/30(土) 10:00 2.00 とくぎんトモニプラザ ４階 会議室2 ファン・サポーターの皆様 約30名
代表取締役社長 岸田 一宏
強化部部長 岡田 明彦
他 徳島ヴォルティススタッフ

21 2016/07/03(日) 13:00 1.00 アミノバリューホール2階 視聴覚室 ファン・サポーターの皆さま 67名
代表取締役社長 岸田一宏
強化部長 岡田明彦

22 2017/08/05(土) 13:30 1.25 アミノバリューホール2階 視聴覚室 ファン・サポーターの皆さま 50名
代表取締役社長 岸田一宏
強化部部長 岡田明彦
総合企画部/事業部部長 伊藤徳也

23 2018/08/04(土) 13:45 1.25 アミノバリューホール3階 研修室 ファン・サポーターの皆さま 43名
代表取締役社長 岸田一宏
強化部部長 岡田明彦


