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　皆様には日頃より格別なるご支援・ご声援を賜り、
厚くお礼申し上げます。
　徳島ヴォルティスは2019年に15年目のシーズンと
なり、このように年々成長を遂げながら続けてくること
が出来ておりますのは皆様に支えていただいており
ます賜物であると、心より感謝申し上げます。地域の
中では、引き続きサッカー教室、巡回指導、選手やマ
スコットによる学校・施設訪問、地域イベントへの参
加など、地域に根差した活動を積み上げ、クラブをよ
り身近に感じていただけるような活動を継続し、県民
の皆様と共にスポーツを通じた徳島県の活性化に
貢献できますよう、成長を止めることなく進んでまいり
ます。徳島の皆様のために、J1の舞台に定着できる
ようチャレンジを続け、「県民に愛され、地域の誇りと
なるチームづくり」に邁進してまいります。節目となる
15年目のシーズンも徳島ヴォルティスへの熱い思い
で、ご声援よろしくお願い申し上げます。

徳島の皆様のために、徳島県の活性化に貢献できますよう成長し、
「県民に愛され、地域の誇りとなるチームづくり」に邁進してまいります。

代表取締役社長  

岸田一宏

【チーム活動方針】
　徳島県を代表して、常に上を目指し、魅力のあるゲームを行うことにより、笑顔や元
気が生まれるような県民に誇りとなるチームを目指し、徳島の名を全国、海外に発信す
るために活動します。また、選手・チームスタッフは、県民を代表してスポーツをプレーす
ることの意義を認識するとともに、自らの能力をいかんなく表現し、チーム全体の力を高
め、チーム・選手・スタッフとともに成長し続けるよう活動します。

【ホームタウン活動方針】
　サッカーをはじめとしたスポーツ事業の核として、クラブを支援していただく方 と々の
提携活動や、相互支援を実施するなど、様々な協同活動に積極的に取り組みます。ま
た、各種情報はできる限り開示し、情報の共有に努め、よりよい運営を図るための意
見提案を積極的にクラブ活動に反映していきます。このように常に活動の改善を行う
ことにより、クラブ、さらにはホームタウンの向上を目指します。

【育成活動方針】
　サッカースクールを基本として、地域や学校への巡回活動などを行うとともに、トップ
チームを担う選手の育成、さらに日本・世界の他クラブ、代表チームへの輩出を目指し
ます。また、サッカー以外のスポーツとの連携も積極的に行うとともに、徳島のスポーツ
に関するノウハウ、知識の収集を提供するなど、スポーツを日常生活に取り入れ、自分
にあったものを選択できるような、生涯スポーツ社会の実現を目指します。

クラブ活動方針

スポーツ文化の確立をはじめ様々な
効果を実現するためには、チーム運
営を継続的・安定的に経営していく
必要があります。そのために、「身の
丈」にあった経営規模として、安定
経営を図りながら「小さく生んで大き
く育てる」考えのもとに、段階的な
成長、発展を目指します。

「県民・企業・行政の三位一体」による運
営形態とし、その活動を通して、スポーツ
の普及・振興、青少年の健全育成や交
流の活性化、徳島のイメージアップなど、
様々な社会的・経済的な波及効果が得
られる「地域に根ざしたスポーツクラブ」
づくりを目指します。

地域に根ざしたチームとして、サッカーを
はじめとしたスポーツの振興に加え、地
域における様々な活動や交流を積極的
に行うことが重要であり、こうした地域貢
献により、「県民に愛され、地域の誇りと
なるチームづくり」を目指します。

01
県民・企業・行政の
三位一体による運営

02
身の丈に
あった経営

03
県民に愛され、
地域の誇りとなる
チームづくり

Jリーグ理念
●日本サッカーの水準向上及びサッカーの普及促進

●豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達への寄与

●国際社会における交流及び親善への貢献

大塚製薬サッカー部設立

ジャパンフットボールリーグ参戦

チーム名を「ヴォルティス徳島」と改称

チーム名を「大塚製薬サッカー部」と改称

日本フットボールリーグ参戦

徳島ヴォルティス株式会社設立

1955
1992
1995
1999

2004

H I S T O R Y

2005 Jリーグディビジョン2に参戦
J2リーグ 12チーム中9位

2007 4月／四国最大級のサッカー施設
「徳島スポーツビレッジ（TSV）」完成
J2リーグ 13チーム中13位

2008 J2リーグ 15チーム中15位

2009 J2リーグ 18チーム中9位

2010 J2リーグ 19チーム中8位

2011 J2リーグ 20チーム中4位

2012 Ｊ2リーグ 22チーム中15位

2014 Ｊ1リーグ 18チーム中18位

2015 J2リーグ 22チーム中14位

2016 J2リーグ 22チーム中9位

2017 J2リーグ 22チーム中7位

2018 J2リーグ 22チーム中11位

2013 Ｊ2リーグ 22チーム中4位
J1昇格プレーオフを勝ち抜き、
J1昇格

2006 4月／Jリーグ加盟後
初めての四国ダービー
J2リーグ 13チーム中13位
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ユース 《U-18》

ジュニアユース 《U-15》

ジュニアユース 《U-13》

徳島スポーツビレッジ
上空より

2018年11月時点

施設の外観 観覧室1F

ジュニアユース 《U-14》

徳島ヴォルティスサッカースクールジュニア 《U-12》

徳島市

鳴門市

美馬市

吉野川市

松茂町
北島町

藍住町板野町

トップチームで
活躍できる
選手を育成。

［所在地］徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷2-22

鳴門・大塚スポーツパーク 
ポカリスエットスタジアム
［所在地］徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61

徳島スポーツビレッジ（TSV）

スポーツ文化の普及・振興及び
アカデミー活動の拠点
　特定非営利活動（NPO）法人徳島スポーツ
ビレッジ（通称：TSV）はサッカーを中心としたス
ポーツの普及およびスポーツを通じた子供の育
成に関する事業を行い、スポーツ文化の振興、
子どもの健全育成に寄与することを目的に設立
されました。本施設は健康的で力溢れる県民生
活の向上に寄与するだけでなく子供からお年寄
りまでの世代を超えた人々がグリーンのピッチに
集い、プロの選手と同じ場所でボールを追いか
けることができます。県内外からも多くの利用者
が訪れ徳島の代表的なスポーツ施設として文
化・アカデミー活動の拠点として日頃の健康増
進はもちろんのこと各種大会、研修会、講習会
などにご利用いただいております。

徳島スポーツビレッジ（TSV）

ホームタウンとともに
未来へ羽ばたく。
4市4町（鳴門市、徳島市、美馬市、吉野川市、松茂町、
北島町、藍住町、板野町）を中心とした、徳島県全域が
徳島ヴォルティスのホームタウンです。

徳島ヴォルティスでは組織力の向上を目指し、選手の育成や強化に取り組
んでいます。トップチームを頂点に、「ユース」「ジュニアユース」「地域普及サ
ッカースクール」を編成。育成環境を整え、１人でも多くの選手をトップチーム
に昇格させるため、そして、地域スポーツの振興のため活動しています。

ユース・ジュニアユース・
地域普及サッカースクール

地域と一体となった育成を確立し、2024年（設立20周
年）にトップ登録選手の半分以上をアカデミーおよび
徳島県出身者とする。（チームキャプテンがアカデミー
出身）

サッカー界だけでなく幅広い分野で活躍する人材を輩
出する。

鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム

理念

ビジョン

アカデミーから2名（藤原志龍・久米航太郎）
の2019シーズン トップチーム昇格が決定

2 0 1 9シーズン

世界で活躍する選手の発掘・育成

サッカーを通じた豊かな人間形成

地域のスポーツ振興

普 及

ホームタウン
推進部

アカデミー

強化部

ユース《U-18》

ジュニアユース
《U-15・14・13》

ジュニア《U-12》

普及サッカースクール
［通常クラス］

板野（TSV）校・大塚校・吉野川校・美馬校・田宮校・徳島校・県南校・鳴門校
［スーパークラス・スペシャルクラス］

板野（TSV）校

トップ

育 成

ユース
GKコーチ

齋 篤志
（徳島市出身）

ジュニアユース
監督

薮内 敏郎
（徳島市出身）

ジュニア
監督

反田 和宏
（徳島市出身）

ジュニアユース
GKコーチ

古川 大輔
（徳島市出身）

MF32 
小西 雄大
（阿波市出身）

MF33 
藤原 志龍
（北島町出身）

FW36 
表原 玄太
（阿南市出身）

元徳島ヴォルティス所属選手

強化部

谷池 洋平
（2005～2006年所属）

営業推進部

宮崎 光平
（2012～2014年所属）

ユース
監督

倉貫 一毅
（2008～2011年所属）

徳島県サッカー協会
テクニカルアドバイザー
※徳島ヴォルティスより出向

羽地 登志晃
（2005～2007、

2009～2010年所属）

ホームタウン
Home Town

アカデミー
Academy

ホームタウン推進部
普及コーチ

大西 泰登
（三好郡出身）

ホームタウン推進部
普及コーチ

橋本 大知
（吉野川市出身）

マネージャー

阿部 雄介
（藍住町出身）

ホームタウン推進部
普及コーチ

尾形 裕
（名西郡出身）
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献血バス来場（徳島県薬務課）

試合会場以外でも小学校・児童福祉施設への訪問、
サッカー教室、サイン会、イベントへのゲスト出演等、
様々な活動や交流を行っています。地域とともに。

2013年から継続し、今年で6回目の発行となる
「とくしまチャレンジプログラム」。徳島県教育委員
会と連携し、子どもたちに「体力の向上」について
興味を持ってもらうことを目的としています。

とくしまチャレンジプログラム［徳島県子どもの体力向上推進委員会］ ヴォルタくん・ティスちゃん　徳島県交通安全広報大使任命
（徳島中央警察署）

スタジアムでの人権啓発活動
（徳島県人権啓発活動ネットワーク協議会）

監督・選手訪問 ホームタウン活動に積極的に取り組んでいます。

青山隼レジェンドアンバサダー就任 徳島県内外での活動を通し、徳島ヴォルティスのPR活動をおこないます。

阿波おどり 2018年8月13日 今年も徳島の風物詩「阿波おどり」に参加しました。

自治体との連携 行政や教育委員会を通じた地域貢献活動を推進しています。

DMV（デュアル・モード・ビークル）展示・試乗体験（徳島県次世代交通課） 児童虐待防止ブース（徳島県次世代育成・青少年課こども未来応援室）

交通安全マナーアップキャンペーンに参加（鳴門警察署）

スマイルアップ教室（さわやか福寿会） 四国放送「ゴジカル！」生出演 徳島ヴォルティスサッカースクール参加 徳島中央警察1日警察署長

スマイルアップ教室（板野町）

NARUTO総合型スポーツクラブ訪問徳島ヴォルティスサッカースクール参加 児童福祉施設訪問

ボートレース鳴門でのトークショー 徳島県知事表敬訪問

スマイルアップ教室（松茂町） イオンモール徳島でのトークショー 徳島市立図書館イベント

板野支援学校との新人研修連携 鳴門市長表敬訪問 幼稚園訪問

スマイルアップ教室（鳴門市） パブリックビューイングにサプライズ登場

地域活動
Community activities
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●お問い合わせ
徳島ヴォルティス株式会社 ホームタウン推進部 スマイルアップ教室担当
TEL：088-672-7339（平日10:00～17:00）

巡回指導について
●日時：火曜日～金曜日の午前中（原則9時～12時まで）、1日2時限（45分×2）
●対象：4歳～12歳 ●定員：50名/コマ（保育園、幼稚園）、100名/コマ（小学校） 
●料金：各学校1回無料
※ご希望・ご都合に応じて調整いたしますので、お気軽にご相談ください。

●お問い合わせ：
徳島ヴォルティス ホームタウン推進部 TEL.088-672-7339

［巡回指導実施概要］

スマイルアップ教室 巡回指導

ヴォルティスカップ開催

石井町グラウンド5周年記念親子サッカー［親子編］

鳴門市青年連合会［大人編］ 東みよし町［シニア編］ 出来島キラキラ会［シニア編］

板野町親子サッカー［親子編］ シルバー大学［シニア編］

日亜化学親子サッカー［親子編］

発達支援サッカー教室

普及活動

はなはるフェスタ2018

鳴門市100円商店街

地域イベントへの参加

イオンモール徳島でのパブリックビューイング

四国放送「ゴジカル！」への生出演

スポンサーとの連携 2010年にJリーグで初めて実施した、県内の高校生と大学生による
ホームゲームプロデュースイベントです。2018シーズンで9年目の実施となりました。スタジアム学園祭

スポーツボランティアサークルSPORTS VIPがサポートスタッフと
して参加（徳島大学）

ボランティアプログラム（四国大学）

大学との連携

地域活動
Community activities

「スマイルアップ教室」とは、徳島ヴォ
ルティスが地域の課題に取組み、スポ
ーツを通して世代を超えた触れ合いの
輪を広げていくことを目的としている、
“明るく・楽しく・アツく”をキーワードに
おこなう教室です。「親子編」「大人
編」「シニア編」の主に3つのコースに
分けて活動をおこなっております。

●コース
①親子編 親子で一緒にスポーツを楽しんで
 いただけるプログラムを実施します。
②大人編 運動不足解消や健康に繋がる
 プログラムを実施いたします。
③シニア編 毎日元気に暮らせるように、笑顔で
 楽しんでいただけるプログラムを
 実施いたします。

●参加記念品
・スマイルアップ教室 オリジナルキャップ
・スマイルアップファミリーカード
 （参加証明カード）
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笑顔が集まる場所へ。

ハイタッチ

エスコートキッズ 打ち上げ花火

様々なブース出店

特別応援大使 上野優華さんミニライブ

プロカメラマン体験

マスコットイベント

公式チアリーディング部「BLUE SPIRIT」

　ホームスタジアムは、徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場、
愛称「ポカリスエットスタジアム」です。1971年に完成し、その後
数回の改装工事を経て陸上競技場として、また球技場として、徳
島県の大きなスポーツ大会の開催場所として親しまれています。

●収容人数 17,924人（特別席を含む）
メイン／4,092人（身障者席27人）　
北スタンド／4,166人　
南スタンド／3,982人（身障者席31人）
バックスタンド／5,544人（身障者席32人）

鳴門・大塚スポーツパーク 
ポカリスエットスタジアム

ホームタウンである鳴門市・徳島市・美馬市・吉野川市・松茂町・北島町・藍住
町・板野町それぞれに「ホームタウンデー」を設定。対象となる市町の物産展や特
産品の配布、伝統芸能の披露など、それぞれ特色ある催し物を実施しています。ま
た、2014シーズンより「徳島県民デー」を実施しています。

ホームタウンデー・徳島県民デー スタジアムイベント

ホームゲーム
Home game
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❶ヴォルティス（VORTIS）とは
　イタリア語で「渦」を意味する「VORTICE」から生まれた造語。豪

快な鳴門の渦潮のように、パワー・スピード・結束力を兼ね備え、観客

を興奮の渦に巻き込むチームを目指しています。

❷エンブレム／ロゴ

　「徳島ヴォルティス」のエンブレムは、徳島の美しい自然である「眉

山（びざん）」「吉野川」「鳴門の渦潮」をベースモチーフとしました。渦

とロゴタイプは、スピードとパワーの渦巻くチームスピリットを表し、水面

に映る山のシルエットがVラインを描いています。カラーは、徳島が産

地として全国的に有名な「藍」、豊かな自然の「緑」、情熱の「赤」で

構成されています。

●あなたの町に緑の芝生におおわれた
　広場やスポーツ施設をつくること
●サッカーに限らずあなたがやりたい競技を
　楽しめるスポーツクラブをつくること
●「観る」「する」「参加する」。スポーツを通して
　世代を超えた触れ合いの輪を広げること

　Ｊリーグは１９９３年の発足以来、サッカーを通してあらゆるス
ポーツを老若男女が楽しめる豊かな国をめざしたいという思い
から、「Ｊリーグ百年構想 ～スポーツでもっと幸せな国へ。～」と
いうスローガンを掲げてスポーツ振興に取り組んできています。
　Ｊリーグは今年、この「Ｊリーグ百年構想」をより多くの方々
に、より身近にわかりやすく伝えていくために、人々のスポーツ
へのさまざまな関わりを表現した「DO! ALL SPORTS」とい
うキャッチフレーズを掲げました。あらゆるスポーツを行う（Play 

Sports）だけでなく、スポーツを観る、語る、応援するといった、
生活の場に根付いたスポーツとのかかわりを推進することで、
豊かなスポーツ文化の醸成を目指していきます。

【共通のプロフィール】
●出身地：徳島県（生粋のとくしまっ子）
●大好きなもの：サッカー、ヴォルティス、
　阿波おどり、お祭り、徳島名物
●二人は仲良しこよしのお友達
●化け術の修業、エコ活動に熱心

❸クラブマスコット
   「ヴォルタくん」と「ティスちゃん」。

　2009年7月、徳島ヴォルティスに待望

のクラブマスコットが誕生しました。公募に

よって付けられた名前は「ヴォルタくん」と

「ティスちゃん」です。徳島には「阿波の狸

合戦」など古くからタヌキにまつわる民話

などが多いことから、そのタヌキがモチーフ

になっています。

【ヴォルタくんプロフィール】
●誕生日：9月10日
　（法人設立記念日）
●性格：元気でちょっぴりイタズラ好き
●将来の夢はヴォルティスの選手になっ
て全ての大会に優勝する事
●気分が乗るとゴキゲンに腹鼓（はら
つづみ）でポーズ！

【ティスちゃんプロフィール】
●誕生日：3月5日
　（J初試合＆初勝利記念日）
●性格：元気でちょっぴり甘えん坊
●ヴォルタくんの夢を応援
●心の中はたくさんの愛情とやさしさで
いっぱい

●クラブ概要

［法人名］ 徳島ヴォルティス株式会社
［所在地］ 〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷2-22
［TEL］ 088-672-7339　　［FAX］ 088-672-7262
［E-mail］ info@vortis.jp   ［ホームページ］ http://www.vortis.jp
［公式Twitter］ @vortis_pr　［ヴォルタくんTwitter］ @vortakun　
［LINE］@vortis　［Instagram］@tokushima_vortis
［Facebook］ http://www.facebook.com/TOKUSHIMAVORTIS 
［設立年月日］ 2004年9月10日　　［資本金］ 4億9百万円　　
［出資企業・団体数］ 63団体 
［代表取締役社長］ 岸田一宏（常勤）
［取締役］ 冨本光（常勤）
 谷直和（常勤）
 逢坂利夫（徳島県サッカー協会 顧問）
 北島義貴（トヨタカローラ徳島株式会社 代表取締役会長）
 黒下耕司（徳島県商工労働観光部長）
 小松喬一（株式会社大塚製薬工場 取締役相談役）
 酒池由幸（徳島県信用保証協会 会長）
 坂田千代子（株式会社あわわ 会長）
 高川晶（タカガワグループ 会長）
 新田広一郎（大塚製薬株式会社 執行役員）
［監査役］ 片山隆司（公認会計士） 田中浩三（弁護士）
［顧問］ 飯泉嘉門（徳島県知事・財団法人徳島県体育協会理事会長）
 泉理彦（鳴門市長） 遠藤彰良（徳島市長） 川真田哲哉（吉野川市長）
 藤田元治（美馬市長） 玉井孝治（板野町長） 吉田直人（松茂町長）
 髙橋英夫（藍住町長） 古川保博（北島町長）

●会社概要 Jリーグ百年構想

DO! ALL SPORTS

2005年 Jリーグディビジョン2に参戦。
ベガルタ仙台とアウェイで開幕戦を迎え3-0で勝利［2005年3月5日］

四国初のJ1昇格を決める ［2013年12月8日］
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