
全国高等学校野球選手権岐阜大会の記録 

大会名 年  号 ベ ス ト ４ 出 場 校 決  勝  戦 優勝校 

第95回 平成25年度 大垣日大、県岐阜商、中 京、市岐阜商 大垣日大７－４市岐阜商 大垣日大 

第94回 平成24年度 大垣商、県岐阜商、中 京、関商工 県岐阜商2x－１関商工 県岐阜商 

第93回 平成23年度 関商工 、大垣商 、県岐阜商、郡  上 関商工 ５－０大垣商 関商工 

第92回 平成22年度 県岐阜商、大垣日大、多治見、土岐商 土岐商 ４－３県岐阜商 土岐商 

第91回 平成21年度 各務原 、岐阜城北、中  京、県岐阜商 県岐阜商２－０ 各務原 県岐阜商 

第90回 平成20年度 大垣南 、市岐阜商、土岐商 、中  京 市岐阜商８－２ 大垣南 市岐阜商 

第89回 平成19年度 大垣日大、関商工 、岐阜城北、岐阜総合 大垣日大５－０岐阜総合 大垣日大 

第88回 平成18年度 県岐阜商、市岐阜商、可  児、大垣商 県岐阜商９－１ 大垣商 県岐阜商 

第87回 平成17年度 土岐商 、山  県、県岐阜商、岐阜城北 土岐商 ３－１岐阜城北 土岐商 

第86回 平成16年度 中津商 、岐阜総合、岐阜城北、県岐阜商 岐阜総合２－３県岐阜商 県岐阜商 

第85回 平成15年度 岐阜総合、土岐商 、市岐阜商、中  京 岐阜総合３－４市岐阜商 市岐阜商 

第84回 平成14年度 市岐阜商、美濃加茂、土岐商 、中  京 市岐阜商１－５中  京 中  京 

第83回 平成13年度 岐阜三田、岐  阜、美濃加茂、県岐阜商 岐阜三田16－２美濃加茂 岐阜三田 

第82回 平成12年度 岐阜南 、東濃実業、中京商 、岐阜三田 岐阜南 ３－７中 京 商 中 京 商 

第81回 平成11年度 岐阜南 、県岐阜商、大垣南 、関商工 県岐阜商12－０大垣南 県岐阜商 

第80回 平成10年度 岐阜三田、武  義、長  良、土岐商  岐阜三田１１－７長 良 岐阜三田 

第79回 平成９年度 大垣商 、土岐商 、県岐阜商、岐阜第一 土岐商 ５－８県岐阜商 県岐阜商 

第78回 平成８年度 県岐阜商、土岐商 、可  児、岐教大附 県岐阜商７－２岐教大附 県岐阜商 

第77回 平成７年度 大垣商 、岐阜三田、市岐阜商、県岐阜商 県岐阜商６－４大垣商 県岐阜商 

第76回 平成６年度 大垣工 、大垣南 、大垣日大、大垣商 大垣南 ０－８大垣商 大 垣 商 

第75回 平成５年度 東濃実業、大垣北 、大垣商 、県岐阜商 県岐阜商２－３東濃実業 東濃実業 

第74回 平成４年度 岐阜三田、大垣南 、中京商 、県岐阜商 大垣南 1－12県岐阜商 県岐阜商 

第73回 平成３年度 市岐阜商、大垣南 、大垣商 、岐阜南 岐阜南 １－３市岐阜商 市岐阜商 

第72回 平成２年度 東農実業、美濃加茂、益  田、県岐阜商 美濃加茂７－３県岐阜商 美濃加茂 

第71回 平成元年度 岐阜南 、岐阜第一、斐  太、県岐阜商 県岐阜商６－４岐阜南 県岐阜商 

第70回 昭和63年度 大垣商 、市岐阜商、各務原西、県岐阜商 大垣商 ５－１県岐阜商 大 垣 商 

第69回 昭和62年度 岐阜工 、岐阜南 、岐南工 、県岐阜商 県岐阜商８－６岐阜工 県岐阜商 

第68回 昭和61年度 岐阜第一、県岐阜商、美濃加茂、大垣東 美濃加茂１－４県岐阜商 県岐阜商 

第67回 昭和60年度 長  良、県岐阜商、加  茂、市岐阜商 市岐阜商１－５県岐阜商 県岐阜商 

第66回 昭和59年度 岐阜第一、市岐阜商、大垣商 、県岐阜商 市岐阜商４－５県岐阜商 県岐阜商 

第65回 昭和58年度 岐  阜、高山工 、岐阜第一、県岐阜商 岐  阜４－８岐阜第一 岐阜第一 

第64回 昭和57年度 中京商 、岐阜第一、県岐阜商、美濃加茂 県岐阜商５－２岐阜第一 県岐阜商 

第63回 昭和56年度 岐阜南 、美濃加茂、県岐阜商、中京商 岐阜南 ３－２県岐阜商 岐 阜 南 

第62回 昭和55年度 中京商 、美濃加茂、大垣北 、岐阜西工 岐阜西工１－９美濃加茂 美濃加茂 

第61回 昭和54年度 県岐阜商、中京商 、長  良、多治見工 県岐阜商６－０多治見工 県岐阜商 

第60回 昭和53年度 岐阜西工、長  良、県岐阜商、岐阜第一 長  良０－１県岐阜商 県岐阜商 

第59回 昭和52年度 岐  阜、岐阜南 、土岐商 、中京商 土 岐 商６－１岐阜南 土 岐 商 

第58回 昭和51年度 関商工 、岐阜工 、中京商 、市岐阜商 市岐阜商７－３岐阜工 市岐阜商 

第57回 昭和50年度 土岐商 、岐阜第一、中京商 、県岐阜商 中京商 17－0岐阜第一 中 京 商 

第56回 昭和49年度 中京商 、県岐阜商、長  良、中津商 中京商、中津商 中 京 商 

第55回 昭和48年度 中京商 、加  茂、県岐阜商、市岐阜商 中京商 ５－０市岐阜商 中 京 商 

第54回 昭和47年度 市岐阜商、岐短大付、長  良、中京商      －  －  

第53回 昭和46年度 岐短大付、長  良、県岐阜商、岐阜工  県岐阜商 

第52回 昭和45年度 岐短大付、県岐阜商、岐阜南 、岐阜工  岐短大付 

第51回 昭和44年度 県岐阜商、岐阜工 、大  垣、岐阜東   

第50回 昭和43年度 岐阜南 、岐阜東 、岐短大付、中京商  岐 阜 南 



第49回 昭和42年度 岐阜南 、多治見工、岐短大付、中京商   

第48回 昭和41年度 海  津、岐  阜、加  納、県岐阜商   

第47回 昭和40年度 岐阜東 、中  京、岐短大付、大垣商   

第46回 昭和39年度 岐阜商 、加  納、岐阜東、大垣北  岐 阜 商 

第45回 昭和38年度 大垣北 、  関 、大垣商 、岐阜商  大 垣 商 

第44回 昭和37年度 岐  阜、 関  、岐阜商、岐阜工  岐阜商 

第43回 昭和36年度 岐阜商 、岐短大付、中津商 、瑞  浪  岐阜商 

第42回 昭和35年度 岐阜工 、岐阜商 、中津商 、関商工  岐阜商 

第41回 昭和34年度 岐阜商 、岐  阜、大垣商 、瑞  浪   

第40回 昭和33年度 岐阜商 、岐阜工 、多治見工、大垣工  多治見工 

第39回 昭和32年度 多治見工、岐  阜、大垣北 、岐阜商  岐阜商 

第38回 昭和31年度 大垣北 、岐阜商 、岐阜工 、岐  阜  岐阜商 

第37回 昭和30年度 岐阜商 、岐阜工 、大垣工 、岐  阜   

第36回 昭和29年度 多治見工、岐阜商 、岐  阜、岐阜工  岐  阜 

第35回 昭和28年度 加  茂、多治見工、岐  阜、大垣北   

第34回 昭和27年度 長  良、岐阜工 、大垣北 、多治見工  岐阜工 

第33回 昭和26年度 多治見工、東  濃、長  良、大垣北  大垣北 

第32回 昭和25年度 大垣北 、岐阜工 、長  良、高  山  長  良 

第31回 昭和24年度 岐  阜、多治見工、市岐阜 、長  良  岐  阜 

第30回 昭和23年度 岐阜工 、多治見工、岐阜一 、武  義  岐阜工 

第29回 昭和22年度 岐阜商 、岐阜二中、岐阜一中、多治見工  岐阜商 

第28回 昭和21年度 多治見工、岐阜一中、岐阜商 、武  義   

第27回 昭和16年度 岐阜二中、大垣中 、大垣商 、岐阜商   

第26回 昭和15年度 大垣中 、海津中 、岐阜中 、岐阜商   

第25回 昭和14年度 岐阜二中、海津中 、岐阜師範、岐阜商   

第24回 昭和13年度 岐阜師範、岐阜中 、大垣商 、岐阜商 全国大会準優勝 岐阜商 

第23回 昭和12年度 岐阜中 、岐阜市高、海津中 、岐阜二中   

第22回 昭和11年度 岐阜中 、岐阜師範、岐阜農林、岐阜商 全国大会優勝 岐阜商 

第21回 昭和10年度 岐阜師範、大垣商 、岐阜二中、岐阜商   

第20回 昭和９年度 岐阜市高、岐阜中 、本巣中 、岐阜師範   

第19回 昭和８年度 大垣中 、岐阜商 、大垣商 、岐阜中   

第18回 昭和７年度 岐阜商 、中津商 、大垣商 、岐阜中   

第17回 昭和６年度 岐阜中 、大垣中 、大垣商 、岐阜商   

第16回 昭和５年度 斐太中 、岐阜中 、武義中 、大垣商   

第15回 昭和４年度 岐阜商 、斐太中 、大垣商 、岐阜師範   

第14回 昭和３年度 岐阜師範、大垣中 、岐阜商 、岐阜中   

第13回 昭和２年度 岐阜中 、斐太中 、大垣中 、岐阜師範   

※第５５回大会より各県１校。（それ以前は三岐大会、中部大会優勝チームが甲子園大会出場） 


