歴代会長名・理事長名と甲子園大会出場校
年 号 会 長 名 理事長名
備 考
第２０回選抜大会(岐阜商）
第３０回選手権大会(岐阜一）
昭和２３年 河出 修一 高橋 竜
第２１回選抜大会(岐阜商）
第３１回選手権大会(岐阜）
昭和２４年 河出 修一 高橋 竜
第２２回選抜大会(長良）
第３２回選手権大会(長良）
昭和２５年 河出 修一 高橋 竜
第３３回選手権大会(大垣北）
昭和２６年 西野 憲夫 宮川 実治郎 第２３回選抜大会(長良）
第３４回選手権大会(岐阜工）
昭和２７年 米谷 暎一 岩見 国太郎
昭和２８年 伊藤 喜一 溝口 勝信
第３６回選手権大会(岐阜）
昭和２９年 伊藤 喜一 溝口 勝信
昭和３０年 熊谷 誠三 溝口 勝信 第２７回選抜大会〔岐阜）
第３８回選手権大会（県岐阜商）
昭和３１年 熊谷 誠三 溝口 勝信 第２８回選抜大会〔岐阜商）
第３９回選手権大会(県岐阜商）
昭和３２年 熊谷 誠三 溝口 勝信 第２９回選抜大会(岐阜商）
第４０回選手権大会(多治見工）
昭和３３年 馬渕 克己 溝口 勝信 第３０回選抜大会(多治見工）
第３１回選抜大会〔岐阜商）
昭和３４年 那須 武雄 栗本 肇
第４２回選手権大会(県岐阜商）
昭和３５年 那須 武雄 栗本 肇
第４３回選手権大会(県岐阜商）
昭和３６年 小島 稔
栗本 肇
第３４回選抜大会(岐阜・岐阜商）
第４４回選手権大会(県岐阜商）
昭和３７年 小島 稔
栗本 肇
第４５回選手権大会(大垣商）
昭和３８年 小島 稔
栗本 肇
第３６回選抜大会(岐阜東）
第４６回選手権大会(県岐阜商）
昭和３９年 杉山 恭
栗本 肇
第３７回選抜大会（岐短付）
昭和４０年 杉山 恭
栗本 肇
昭和４１年 中島 常雄 栗本 肇
第３９回選抜大会〔岐阜商）
昭和４２年 北村 稲三 栗本 肇
第５０回選手権大会(岐阜南）
昭和４３年 北村 稲三 栗本 肇
第４１回選抜大会〔岐阜商）
昭和４４年 北村 稲三 栗本 肇
第４２回選抜大会（岐短付）
第５２回選手権大会（岐短付）
昭和４５年 北村 稲三 栗本 肇
第４３回選抜大会(県岐阜商）
第５３回選手権大会(県岐阜商）
昭和４６年 北村 稲三 栗本 肇
昭和４７年 北村 稲三 栗本 肇
第４５回選抜大会（中京商）
第５５回選手権大会(中京商）
昭和４８年 渡辺 佐一 栗本 肇
第４６回選抜大会(長良）
第５６回選手権大会(中京商）
昭和４９年 渡辺 佐一 栗本 肇
第５７回選手権大会(中京商）
昭和５０年 渡辺 佐一 栗本 肇
第５８回選手権大会〔市岐阜商）
昭和５１年 砂田 俊彦 赤地 哲夫 第４８回選抜大会（県岐阜商）
第５９回選手権大会〔土岐商）
昭和５２年 砂田 俊彦 赤地 哲夫 第４９回選抜大会(県岐阜商）
第６０回選手権大会〔県岐阜商）
昭和５３年 堀
房夫 赤地 哲夫 第５０回選抜大会(岐阜）
第６１回選手権大会〔県岐阜商）
昭和５４年 砂田 俊彦 赤地 哲夫 第５１回選抜大会(中京商）
第６２回選手権大会〔美濃加茂）
昭和５５年 豊田 義道 永沢 陽一
第６３回選手権大会〔岐阜南）
昭和５６年 豊田 義道 永沢 陽一 第５３回選抜大会（中京商）
第６４回選手権大会〔県岐阜商）
昭和５７年 豊田 義道 永沢 陽一
第６５回選手権大会〔岐阜第一）
昭和５８年 豊田 義道 遠藤 国夫 第５５回選抜大会(岐阜第一）
第６６回選手権大会県岐阜商）
昭和５９年 豊田 義道 遠藤 国夫
第６７回選手権大会〔県岐阜商）
昭和６０年 冨成 侑彦 遠藤 国夫
第６８回選手権大会〔県岐阜商）
昭和６１年 河合 昭三 渡辺 仁千明
第６９回選手権大会〔県岐阜商）
昭和６２年 河合 昭三 渡辺 仁千明
第７０回選手権大会〔大垣商）
昭和６３年 篠田 幸雄 山脇 義宏
第７１回選手権大会（県岐阜商）
平成 元年 加藤 茂
山脇 義宏 第６１回選抜大会（県岐阜商）
第７２回選手権大会〔美濃加茂）
平成 ２年 加藤 茂
山脇 義宏
第７３回選手権大会〔市岐阜商）
平成 ３年 大宮 義章 山脇 義宏
第７４回選手権大会〔県岐阜商）
平成 ４年 加藤 英夫 西川 一明
第７５回選手権大会〔東濃実業）
平成 ５年 加藤 英夫 西川 一明
第７６回選手権大会〔大垣商）
平成 ６年 加藤 英夫 西川 一明
第７７回選手権大会〔県岐阜商）
平成 ７年 馬渕 芳美 西川 一明 第６７回選抜大会(県岐阜商）
第７８回選手権大会〔県岐阜商）
平成 ８年 青山 繁光 西川 一明
第７９回選手権大会〔県岐阜商）
平成 ９年 今井 春昭 西川 一明
第８０回選手権大会〔岐阜三田）
平成１０年 今井 春昭 粟津 幹夫
第８１回選手権大会〔県岐阜商）
平成１１年 今井 春昭 粟津 幹夫
第８２回選手権大会（中京商）
平成１２年 成瀬 一彦 粟津 幹夫
第８３回選手権大会〔岐阜三田）
平成１３年 成瀬 一彦 粟津 幹夫 第７３回選抜大会(岐阜第一）
第８４回選手権大会〔中京）
平成１４年 篠田 昌利 粟津 幹夫
第８５回選手権大会〔市岐阜商）
平成１５年 小川 信幸 粟津 幹夫 第７５回選抜大会(中京）
第８６回選手権大会〔県岐阜商）
平成１６年 小川 信幸 粟津 幹夫
第８７回選手権大会〔土岐商）
平成１７年 小川 信幸 見﨑 仁志
第８８回選手権大会〔県岐阜商）
平成１８年 小川 信幸 見﨑 仁志 第７８回選抜大会(岐阜城北）
平成１９年 三鴨 明美 見﨑 仁志 第７９回選抜大会(中京・大垣日大） 第８９回選手権大会〔大垣日大）
第９０回選手権記念大会〔市岐阜商〕
平成２０年 三鴨 明美 見﨑 仁志
第９１回選手権大会（県岐阜商ベスト４）
平成２１年 佐々木信雄 見﨑 仁志
平成２２年 佐々木信雄 見﨑 仁志 第８２回選抜大会（大垣日大） 第92回選手権大会（土岐商）
平成２３年 米澤 信雄 見﨑 仁志 第83回選抜大会（大垣日大） 第93回選手権大会（関商工）
第９４回選手権大会（県岐阜商）
平成２４年 米澤 信雄 見﨑 仁志
第８５回記念選抜大会（県岐阜商ベスト８） 第９５回選手権大会（大垣日大）
平成２５年 水野 秀則 石榑 淳

