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北 海 道 北海道 横山　　桂 61 ㈱横山造園

〃 〃 田畠　淳一 53 ㈱翠光園

東　　北 岩　手 米内　吉榮 45 ㈱米内造園

〃 福　島 野尻　　晃 54 ㈱野尻緑産

関東甲信 群　馬 熊倉　　弘 64 熊倉造園土木㈱

〃 埼　玉 内田　　香 52 ㈱内田緑化興業

〃 〃 大熊　　進 54 ㈱大熊造園

〃 千　葉 和田　和行 52 ㈲和田造園産業

〃 東　京 菊地　謙二 54 ㈱桂造園

〃 〃 野澤　博道 58 ㈱ノザワ

〃 神奈川 石田　次郎 79 ㈱田澤園

〃 〃 吉田　憲行 58 小島造園㈱

〃 長　野 福仕　正直 59 ㈲軽井沢総合サービス

総支部 支　部 氏　　名 年齢 所　　属 総支部 支　部 氏　　名 年齢 所　　属

北　　陸 富　山 土肥　政昭 63 ㈱立山農園

中　　部 愛　知 堀田　一弘 54 名古屋植木㈱

近　　畿 兵　庫 沖田　久雄 58 向内造園㈱

〃 大　阪 菅生屋　貢 49 ㈱松美園

〃 滋　賀 吉川　政昭 59 ㈱吉仁園

中　　国 島　根 小立　　靖 59 ㈱小立造園

〃 広　島 高橋　和治 52 広島緑地建設㈱

四　　国 愛　媛 成松　　均 50 ㈱愛媛庭園

九　　州 佐　賀 大川内　悟 52 大川内造園㈱

〃 福　岡 川野　宗記 58 九州林産㈱

〃 〃 有吉　幸康 60 田丸造園建設㈱

〃 熊　本 森田　清隆 63 ㈱森田緑化造園

合　計 25名

北 海 道 北海道 笹本　　知 55 ㈱北海道造園コンサルタント

関東甲信 埼　玉 田中　和男 58 ㈱田中造園

〃 東　京 鈴木幸三郎 72 ㈱柳島寿々喜園

〃 長　野 木下　隆由 60 木下建設㈱

北　　陸 新　潟 間　　忠明 58 ㈱長生園

中　　部 静　岡 井原　　剛 62 ㈱愛樹園

近　　畿 奈　良 小嶋　甚三 64 芝造園

〃 大　阪 西富　義夫 63 ㈱クリエイティブ阪急

中　　国 山　口 栗林　末成 56 関西緑地造園㈱

四　　国 高　知 西川　智治 64 ㈲高知緑地

九　　州 佐　賀 鵜池　政雄 68 ㈱鵜池造園

〃 福　岡 山本　勝男 55 ㈱九州緑化産業

本　　部 本　部 立山富士彦 56 内山緑地建設㈱

合　　計 13名

総支部 支　部 氏　　名 年齢 所　　属
関東甲信 茨　城 雨貝　　洋 59 ㈱水戸グリーンサービス

〃 〃 海野　昭彦 59 ㈱海野ガーデン

〃 千　葉 高木　健治 54 ㈱東城園

〃 東　京 鳥羽　修平 50 ㈱飛鳥

〃 神奈川 久保田隆二 57 横浜植木㈱

〃 〃 諏訪間昇一 54 生駒造園土木㈱

〃 山　梨 山田　泰良 54 富士緑化㈱

北　　陸 石　川 竹下　三郎 54 ㈱庭芸社

近　　畿 奈　良 中澤　弘次 57 造園・土木ナカザワ

〃 大　阪 水口　芳則 52 ㈱関西総合環境センター

〃 京　都 小島　俊男 52 ㈱小島庭園工務所

中　　国 鳥　取 岡崎　一成 52 ㈲辰巳園

〃 島　根 太田　忠司 63 ㈱もちだ園芸

四　　国 徳　島 竹田　省吾 64 マルセー緑化建設㈲

九　　州 福　岡 手島　和彦 62 ㈱素鶴園

合　計 15名

総支部 支　部 氏　　名 年齢 所　　属
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