
年度 県大会優勝 準優勝 選抜大会出場

Ｓ２３ 第1回 徳島商(１) 鳴門 徳島商

Ｓ２４ 第2回 徳島工(１) 鳴門 徳島商

Ｓ２５ 第3回 鳴門(１) 城北

Ｓ２６ 第4回 鳴門(２) 城北 鳴門

Ｓ２７ 第5回 鳴門(３) 城北 鳴門

Ｓ２８ 第6回 徳島商(２) 鳴門

Ｓ２９ 第7回 徳島商(３) 撫養 鳴門

Ｓ３０ 第8回 鳴門(４) 徳島商

Ｓ３１ 第9回 徳島商(４) 徳島工

Ｓ３２ 第10回 徳島商(５) 海南

Ｓ３３ 第11回 徳島商(６) 海南

Ｓ３４ 第12回 徳島商(７) 撫養

Ｓ３５ 第13回 池田(１) 海南 徳島商

Ｓ３６ 第14回 徳島商(８) 池田 撫養

Ｓ３７ 第15回 池田(２) 徳島商

Ｓ３８ 第16回 徳島商(９) 徳島工

Ｓ３９ 第17回 徳島商(10) 徳島工 海南

Ｓ４０ 第18回 鴨島商(１) 小松島 徳島商

Ｓ４１ 第19回 徳島工(２) 鴨島商 徳島商

Ｓ４２ 第20回 池田(３) 富岡西

Ｓ４３ 第21回 鳴門(５) 鴨島商 徳島商

Ｓ４４ 第22回 鳴門(６) 撫養 徳島商

Ｓ４５ 第23回 撫養(１) 徳島商 鳴門

Ｓ４６ 第24回 海南(１) 鳴門工 徳島商

Ｓ４７ 第25回 徳島商(11) 鳴門

Ｓ４８ 第26回 徳島商(12) 鳴門商 鳴門工

Ｓ４９ 第27回 鴨島商(２) 徳島商 池田

Ｓ５０ 第28回 徳島商(13) 海南 池田

Ｓ５１ 第29回 阿南工(１) 池田 徳島商

Ｓ５２ 第30回 鳴門工(１) 徳島商

Ｓ５３ 第31回 鳴門工(２) 鳴門

Ｓ５４ 第32回 日和佐(１) 鳴門商 池田

Ｓ５５ 第33回 池田(４) 海南 鳴門

Ｓ５６ 第34回 池田(５) 徳島商 鳴門商

Ｓ５７ 第35回 池田(６) 徳島商 鳴門商

Ｓ５８ 第36回 徳島商(14) 小松島西 池田

Ｓ５９ 第37回 池田(７) 富岡西 徳島商

Ｓ６０ 第38回 小松島西(１) 鳴門商 徳島商・池田

Ｓ６１ 第39回 小松島西(２) 徳島商 池田
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Ｓ６２ 第40回 徳島商(15) 小松島西 池田

Ｓ６３ 第41回 鳴門(７) 徳島商 小松島西

Ｈ１ 第42回 鳴門(８) 小松島 小松島西

Ｈ２ 第43回 城南(１) 名西

Ｈ３ 第44回 富岡西(１) 徳島商 小松島西

Ｈ４ 第45回 富岡西(２) 小松島西 新野高校

Ｈ５ 第46回 徳島商(16) 鳴門 鳴門第一

Ｈ６ 第47回 新野(１) 鳴門 富岡西 小松島西

Ｈ７ 第48回 板野(１) 徳島商

Ｈ８ 第49回 鳴門(９) 小松島西

Ｈ９ 第50回 池田(８) 生光学園 小松島西 鳴門第一 徳島商業

Ｈ１０ 第51回 鳴門第一(２) 生光学園 鳴門高校　 小松島高 徳島商業

Ｈ１１ 第52回 小松島西(３) 城東高校 城北高校 生光学園 鳴門工業

Ｈ１２ 第53回 小松島(１) 鳴門工業 川島高校 小松島西

Ｈ１３ 第54回 鳴門第一(３) 川島高校 阿波高校 鳴門工業 小松島高

Ｈ１４ 第55回 生光学園(１) 徳島東工 徳島商業 名西高校 鳴門工業

Ｈ１５ 第56回 小松島(２) 生光学園 阿南工業 小松島西 徳商・鳴工

Ｈ１６ 第57回 鳴門第一(４) 富岡西高 阿南工業 阿波高校 鳴門工業

Ｈ１７ 第58回 徳島商(17) 生光学園 海南海部　 鳴門工業

Ｈ１８ 第59回 鳴門工(３) 池田高校 穴吹高校 徳島商業 小松島高

Ｈ１９ 第60回 生光学園(２) 城東高校 城南高校 徳島北高

Ｈ２０ 第61回 富岡西(３) 徳島商業 徳島東工　 徳島北高 小松島高

Ｈ２１ 第62回
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Ｓ２３ 第1回 徳島商(１) 徳島商(１)

Ｓ２４ 第2回 徳島工(１) （中止）

Ｓ２５ 第3回 鳴門(１) 高松第一(１)

Ｓ２６ 第4回 鳴門(２) 高松第一(２)

Ｓ２７ 第5回 鳴門(３) 鳴門(１)

Ｓ２８ 第6回 徳島商(２) 徳島商(２)

Ｓ２９ 第7回 徳島商(３) 高知商(１)

Ｓ３０ 第8回 鳴門(４) 高・城東(１)

Ｓ３１ 第9回 徳島商(４) 高松商(１)

Ｓ３２ 第10回 徳島商(５) 高松商(２)

Ｓ３３ 第11回 徳島商(６) 高松商(３)

Ｓ３４ 第12回 徳島商(７) 徳島商(３)

Ｓ３５ 第13回 池田(１) 高知商(２)

Ｓ３６ 第14回 徳島商(８) 高知商(３)

Ｓ３７ 第15回 池田(２) 西条(１)

Ｓ３８ 第16回 徳島商(９) 八幡浜(１)
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Ｓ３９ 第17回 海南（１） 高松商(４)

Ｓ４０ 第18回 徳島商(10) 松山商(１)

Ｓ４１ 第19回 徳島商(11) 高知(２)

Ｓ４２ 第20回 池田(３) 高知(３)

Ｓ４３ 第21回 徳島商(12) 高松第一(３)

Ｓ４４ 第22回 徳島商(13) 丸亀商(１)

Ｓ４５ 第23回 撫養(１) 高知(４)

Ｓ４６ 第24回 徳島商(14) 徳島商(４)

Ｓ４７ 第25回 徳島商(15) 松山商(２)

Ｓ４８ 第26回 鳴門工(１) 高松商(５)

Ｓ４９ 第27回 池田(４) 高知(５)

Ｓ５０ 第28回 徳島商(16) 徳島商(５)

Ｓ５１ 第29回 徳島商(17) 徳島商(６)

Ｓ５２ 第30回 鳴門工(２) 中村(１)

Ｓ５３ 第31回 鳴門工(３) 高知商(４)

Ｓ５４ 第32回 日和佐(１) 高知商(５)

Ｓ５５ 第33回 池田(５) 高松商(６)

Ｓ５６ 第34回 池田(６) 高松商(７)

Ｓ５７ 第35回 池田(７) 明徳(１)

Ｓ５８ 第36回 池田(８) 池田(１)

Ｓ５９ 第37回 徳島商(18) 高知(６)

Ｓ６０ 第38回 小松島西(１) 高知商(６)

Ｓ６１ 第39回 池田(９) 池田(２)

Ｓ６２ 第40回 池田(１０) 西条(２)

Ｓ６３ 第41回 小松島西(２) 坂出商(１)

Ｈ１ 第42回 鳴門(５) 鳴門(２)

Ｈ２ 第43回 城南（１） 松山商(３)

Ｈ３ 第44回 小松島西（３） 今治西(１)

Ｈ４ 第45回 新野(１) 松山商(４)

Ｈ５ 第46回 徳島商(19) 高知商(７)

Ｈ６ 第47回 新野(２) 高知(７)

Ｈ７ 第48回 板野(１) 宇和島東(１)

Ｈ８ 第49回 鳴門(６) 尽誠学園(１)

Ｈ９ 第50回 徳島商(20) 徳島商(７)

Ｈ１０ 第51回 徳島商(21) 尽誠学園(２)

Ｈ１１ 第52回 鳴門工(４) 松山聖陵(１)

Ｈ１２ 第53回 小松島（１） 今治西(２)

Ｈ１３ 第54回 小松島（２） 明徳義塾(２)

Ｈ１４ 第55回 鳴門工業（５） 明徳義塾(３)

Ｈ１５ 第56回 徳島商(22) 今治西(３)

Ｈ１６ 第57回 鳴門工業（６） 鳴門一（２） 明徳義塾(４)

Ｈ１７ 第58回 徳島商(23) 生光学園（１） 明徳義塾(５)



Ｈ１８ 第59回 鳴門工業（７） 小松島（３） 今治西(４)

Ｈ１９ 第60回 城南高校（２） 城東高校（１） 高知(８)

Ｈ２０ 第61回 小松島高（４） 富岡西（１） 明徳義塾(６)

Ｈ２１ 第62回




