
年　　次 回 優勝校 準優勝校

昭和23 1 徳島商(１) 徳島一

昭和24 2 鳴門(１) 城東 城南 富岡東

昭和25 3 鳴門(２) 城北 徳島工

昭和26 4 鳴門(３) 城北 城西 徳島工

昭和27 5 撫養(１) 徳島工 鳴門高校 徳島商

昭和28 6 鳴門(４) 海南 富岡西 徳島工

昭和29 7 鳴門(５) 徳島工 徳島商 池田高校

昭和30 8 徳島商(２) 池田高校 城西 海南

昭和31 9 徳島商(３) 鳴門高校 撫養 徳島工

昭和32 10 徳島商(４) 海南 撫養 池田高校

昭和33 11 徳島商(５) 撫養 鳴門高校 池田高校

昭和34 12 徳島商(６) 池田高校 海南 撫養

昭和35 13 撫養(２) 徳島商 徳島工 鳴門高校

昭和36 14 徳島商(７) 海南 池田高校 鳴門高校

昭和37 15 徳島工(１) 徳島商 東工業 鳴門高校

昭和38 16 徳島工(２) 海南高校 鳴門高校 富岡西

昭和39 17 徳島商(８) 池田高校 小松島西 鳴門高校

昭和40 18 徳島商(９) 鴨島商 小松島 撫養

昭和41 19 徳島工(３) 宍喰商 阿波 撫養

昭和42 20 徳島商(10) 鳴門高校 小松島 徳島工

昭和43 21 徳島商(11) 池田高校 海南 鳴門高校

昭和44 22 鳴門(６) 徳島商 撫養 海南高校

昭和45 23 徳島商(12) 鳴門工業 池田高校 小松島

昭和46 24 徳島商(13) 鳴門工業 池田高校 徳島工

昭和47 25 鳴門工(１) 海南高校 徳島商 小松島

昭和48 26 徳島商(14) 池田高校 鳴門高校 城北高校

昭和49 27 池田(１) 鳴門高校 徳島商 海南高校

昭和50 28 徳島商(15) 池田高校 鳴門工業 阿南工業

昭和51 29 鳴門(７) 小松島 徳島商 鳴門商業

昭和52 30 徳島商(16) 日和佐高校 鳴門工業 鳴門高校

昭和53 31 池田(２) 鳴門工業 鳴門商業 鴨島商業

昭和54 32 鳴門(８) 鳴門工業 小松島西 徳島市立

昭和55 33 鳴門商(３) 小松島西 徳島商 小松島

昭和56 34 鳴門商(４) 池田高校 徳島商 城南高校

昭和57 35 池田(３) 小松島西 徳島商 阿南工業

昭和58 36 池田(４) 富岡西高

昭和59 37 徳島商(17) 池田高校

昭和60 38 池田(５) 小松島西

昭和61 39 池田(６) 鳴門高校

昭和62 40 小松島西(１) 富岡西高

昭和63 41 小松島西(２) 池田高校

ベスト４



平成１ 42 鳴門(９) 鳴門工業

平成２ 43 小松島西(３) 那賀高校

平成３ 44 新野(１) 鳴門高校

平成４ 45 鳴門商(５) 徳島商業

平成５ 46 鳴門(10) 新野高校

平成６ 47 鳴門工(２) 富岡西高

平成７ 48 生光学園(１) 鳴門高校

平成８ 49 徳島商(18) 生光学園 鳴門第一 名西高校

平成９ 50 徳島商(19) 鳴門高校 鳴門第一 池田高校

平成１０ 51 鳴門工(３) 鳴門第一 池田高校 城北高校

平成１１ 52 鳴門工(４) 鳴門第一 徳島商業 小松島高

平成１２ 53 鳴門第一(６) 小松島高 徳島商業 池田高校

平成１３ 54 徳島商(20) 鳴門工業 生光学園 徳島北高

平成１４ 55 徳島商(21) 鳴門工業 生光学園 徳島東工

平成１５ 56 鳴門工(５) 徳島商業 生光学園 小松島高

平成１６ 57 小松島(１) 鳴門工業 生光学園 徳島北高

平成１７ 58 小松島(２) 生光学園 鳴門工業 徳島東工

平成１８ 59 徳島商(22) 池田高校 阿波高校 富岡西高

平成１９ 60 小松島(３) 富岡西高 阿波高校 生光学園

平成２０ 61 鳴門工(６) 池田高校 徳島商業 徳島北高

年　　次 回 秋季四国

昭和23 1 徳島商(１) 徳島商(１)

昭和24 2 鳴門(１) 高知商(１)

昭和25 3 鳴門(２) 鳴門(１)

昭和26 4 鳴門(３) 土佐(１)

昭和27 5 撫養(１) 土佐(２)

昭和28 6 鳴門(４) 高知商(２)

昭和29 7 鳴門(５) 高松商(１)

昭和30 8 徳島商(２) 高松商(２)

昭和31 9 徳島商(３) 高松商(３)

昭和32 10 徳島商(４) 高知商(３)

昭和33 11 徳島商(５) 高知商(４)

昭和34 12 徳島商(６) 徳島商(２)

昭和35 13 撫養(２) 撫養(１)

昭和36 14 徳島商(７) 海南高校（１） 松山商(１)

高松商(４)

丸亀商(１)

昭和38 16 徳島工(２) 海南高校（２） 土佐(３)

昭和39 17 徳島商(９) 池田高校（１） 高知商(５)

昭和40 18 徳島商(10) 鴨島商（１） 高知(１)

四国大会出場校

昭和37 15 徳島工(１) 徳島商(８)



昭和41 19 徳島工(３) 宍喰商（１） 松山商(２)

昭和42 20 徳島商(11) 鳴門高校（６） 徳島商(３)

昭和43 21 徳島商(12) 池田高校（２） 徳島商(４)

昭和44 22 鳴門(７) 徳島商(13) 鳴門(２)

昭和45 23 徳島商(14) 鳴門工業（１） 坂出商(１)

昭和46 24 徳島商(15) 鳴門工業（２） 高知(２)

昭和47 25 鳴門工(３) 海南高校（３） 今治西(１)

昭和48 26 徳島商(16) 池田高校（３） 新居浜商(１)

昭和49 27 池田(４) 鳴門高校(8) 高知(３)

昭和50 28 徳島商(17) 池田高校（５） 高松商(５)

昭和51 29 鳴門(9) 小松島（１） 丸亀商(２)

昭和52 30 徳島商(18) 日和佐高校（１） 高松商(６)

昭和53 31 池田(６) 鳴門工業（４） 川之江(１)

昭和54 32 鳴門(10) 鳴門工業（５） 高知商(６)

昭和55 33 鳴門商(１) 小松島西(1) 高松商(７)

昭和56 34 鳴門商(２) 池田高校（７） 丸亀商(３)

昭和57 35 池田(８) 小松島西(2) 池田(１)

昭和58 36 池田(９) 富岡西高（１） 明徳(１)

昭和59 37 徳島商(19) 池田高校（１０） 明徳義塾(２)

昭和60 38 池田(11) 小松島西（３） 高知(４)

昭和61 39 池田(12) 鳴門高校（11） 池田(２)

昭和62 40 小松島西(４) 富岡西高（２） 高知商(７)

昭和63 41 小松島西(５) 池田高校(13) 西条(１)

平成１ 42 鳴門(12) 鳴門工業（６） 高松商(８)

平成２ 43 小松島西(６) 那賀（１） 尽誠学園(１)

平成３ 44 新野(１) 鳴門高校(13) 松山商(３)

平成４ 45 鳴門商(３) 徳島商業（20） 土佐(４)

平成５ 46 鳴門(14) 新野高校（２） 宇和島東(１)

平成６ 47 鳴門工(７) 富岡西高（３） 今治西(２)

平成７ 48 生光学園(１) 鳴門(15) 明徳義塾(３)

平成８ 49 徳島商(21) 生光学園（２） 徳島商(５)

平成９ 50 徳島商(22) 鳴門高校(16) 明徳義塾(４)

平成１０ 51 鳴門工(８) 鳴門第一（１） 明徳義塾(５)

平成１１ 52 鳴門工(９) 鳴門第一（２） 今治西(３)

平成１２ 53 鳴門第一(３) 小松島高（２） 尽誠学園(２)

平成１３ 54 徳島商(23) 鳴門工業（１０） 尽誠学園(３)

平成１４ 55 徳島商(24) 鳴門工業（１１） 生光学園（３） 徳島商(６)

平成１５ 56 鳴門工(12) 徳島商業(25) 生光学園（４） 済美（１）

平成１６ 57 小松島(３) 鳴門工業（13） 生光学園（５） 新田(１)

平成１７ 58 小松島(４) 生光学園（６） 鳴門工業(14) 小松島(１)

平成１８ 59 徳島商(26) 池田高校(14) 阿波高校（１） 高知(５)



平成１９ 60 小松島(５) 富岡西高（４） 阿波高校（２） 明徳義塾(６)

平成２０ 61 鳴門工(15) 池田高校(15) 徳島商業(27)


