
  回数・表彰年月日  氏　　名   回数・表彰年月日  氏　　名   回数・表彰年月日  氏　　名

第１回 高橋理喜男 第14回 大嶋　昭一 第27回 岡本　諟明
昭和45年5月7日 前島　康彦 平成4年5月27日 田畑　貞寿 平成17年5月27日 山田　　進
第３回総会 横山　光雄 第25回総会 本間　一夫 第38回総会 村上　　貢
第２回 池原謙一郎  横井　洋三 山本　紀久
昭和47年5月11日 金井　　格  流郷　祐一 小森　正幹
第５回総会 木村　三郎 第15回 荒木　芳邦 井上　忠佳
　 田治　六郎 平成5年5月31日 石内　展行 第28回 河原　武敏

長松　太郎 第26回総会 大金善三郎 平成18年5月25日 金井　　力
第３回 石川　岩雄  小泉　直介 第39回総会 白井　彦衛
昭和49年5月15日 加藤　一男  曽田　𨥆嗣 鈴木　昌道
第７回総会 川名　俊次  平井　昌信 日本公園緑地協会 山口久仁夫
　 黒澤昇太郎  矢吹　彰助 創立70周年記念表彰 沼達　賢一

佐藤　　昌 第16回 石原　周次 井上　芳治
本間　　啓 平成6年5月27日 末松　四郎 竹島　恭一

第４回 内山　正雄 第27回総会 中井喜一郎 松島　光明
昭和51年5月31日 金子　九郎  中村　　一 吉田　昌弘
第９回総会 北村　信正  中山　  晋 第29回 吉水　忠幸
　 木村　英夫  藤浪　泰久 平成19年5月30日 青島　利浩
　 田住　満作  丸田　頼一 第40回総会 進士五十八
　 福富　久夫 第17回 石田　　進 舞鶴　正治
第５回 今川　正彦 平成7年5月30日 鍵山　喜昭 椎谷　尤一
昭和53年5月29日 小澤　知雄 第28回総会 熊井　康允 第30回 黒崎　道雄
第11回総会 楫西　貞雄 全田　　稔 平成20年5月30日 下平尾　蔀
　 高原　榮重 北村徳太郎生誕 高橋　信行 第41回総会 輿水　　肇
　 中澤　一夫 １００年記念表彰 田中　正大 高野　文彰
　 樋渡　達也 服部　明世 都田　　徹
　 森　　堯夫  林　　次郎 第31回 枝吉　茂種
　 山下　曠登 本多　　侔 平成21年5月29日 亀山　　章
第６回 内田　勝巳 山田　勝巳 第42回総会 福添　隆二
昭和55年5月26日 川本　昭雄 第18回 秋谷　　晃 冨田　祐次
第13回総会 鈴木　光三 平成8年5月31日 大矢　隆治 糸谷　正俊
　 三好　勝彦 第29回総会 澤田　宗久 第32回 石原憲一郎
　 矢木　　勉 芹澤　　誠 平成22年5月28日 大貫　誠二
　 吉川　　需 鶴見　恭介 第43回総会 半田真理子
　 渡部　拓三 若林　春美 尼崎　博正
第７回 石原　耕作 第19回 安部　大就 恒村　則之
昭和57年5月27日 北村　文雄 平成9年5月30日 五十嵐　誠 第33回 住吉　泰男
第15回総会 黒瀬　太一 第30回総会 大根田　清 平成23年5月31日 田代　順孝
　 田邊　昇学 桜井　栄一 第44回総会 細谷　恒夫
　 中根　金作 宮﨑　研一 山中　丈士
　 西澤　成宜 第20回 杉尾伸太郎 山本　教夫
第８回 浅地　　広 平成10年5月28日 杉本　正美 第34回 井上　康平
昭和59年5月23日 浅野　三義 第31回総会 田中　　斎 平成24年5月29日 中瀬　　勲
第17回総会 入江　重悦 三原　義徳 埴生　雅章
　 小形　研三 𠮷田　博宣 前田　　博
　 堤　　久雄 第21回 金子雲嶺美 蓑茂壽太郎
　 平野　侃三 平成11年5月26日 木下　尚之 第35回 伊藤　精美
第９回 河村　　弘 第32回総会 小山　美幸 平成25年5月31日 亀山　　始
昭和61年5月30日 菊地　徳伍 佐藤　岳三 藤岡　義三
第19回総会 久保　　貞 関田　次男 黛　　卓郎
 桑島　　潔 第22回 冲中　　健 油井　正昭
日本公園緑地協会 清水　正之 平成12年5月31日 荻野　靖也 第36回 石川　幹子
創立50周年記念表彰 十楽寺直彦 第33回総会 北山　武征 平成26年5月30日 石崎　正弘

為我井卓司 藤田　好茂 佐藤　憲璋
中島　　健 外園 　 𢜟 関　　義清
中島　武美 第23回 杉山　義命 山本　忠順
明道　　博 平成13年5月30日 宮﨑　　是 第37回 有路　  信

第10回 岩河　信文 第34回総会 鷲尾　金弥 平成27年5月28日 小口　健藏
昭和63年5月31日 大山　陽生 野田　敏秀 宮前　保子
第21回総会 勝浦　康之 三浦　明義 森本　幸裕
　 小坂　立夫 伊藤　英昌 森山　雅幸
　 間瀬　延幸 第24回 川合　　宏 第38回 勝野　武彦
　 三橋　一也 平成14年5月31日 杉尾　邦江 平成28年5月31日 川尻　幸由
　 八川　　透 第35回総会 上野　博久 橘　  俊光
第11回 伊藤　邦衛 中島　　宏 野島　義照
平成元年５月30日 川口　　弘 辰巳　信哉 𠮷田  哲夫
第22回総会 小林　安茂 三浦　頼彦 第39回 上杉　俊和
 佐藤　経夫 第25回 佐藤　安春 平成29年5月30日 笹倉　　久
 新田　伸三 平成15年5月30日 吉村　元男 島田　正文
 森　　忠文 第36回総会 山田　元一 内藤英四郎
第12回 加藤雍太郎  森下　元之 増田　　昇
平成2年5月31日 近藤　公夫 淺川昭一郎 第40回 石川　　純
第23回総会 佐藤　　泰 第26回 木村　　弘 平成30年6月7日 今井　紘一
 島村子之吉 平成16年5月28日 伊東　　健 下村　彰男
 疋田　哲也 第37回総会 末松　紀男 塚原　道夫
 吉田　　廉 平田　匡宏
第13回 井手　久登 大塚　守康 第41回 芦澤　拓実
平成3年5月31日 井上　公二 熊谷　洋一 令和1年6月5日 五十嵐政郎
第24回総会 小林　治人 北川　明介
 坂本新太郎 中根　史郎
 高橋　雅雄
 野地　富久
 森田　欣尚

平成27年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会

平成31年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会

平成30年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会

平成28年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会

平成29年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会

北 村 賞 受 賞 者 一 覧

平成24年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会

平成25年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会

平成26年度一般社団法
人日本公園緑地協会定
時社員総会



  回数・表彰年月日  氏　　名

第42回 井口　義也
令和2年6月8日 上原　啓史

及川　　渉
田中　　隆
涌井　史郎

北 村 賞 受 賞 者 一 覧



北村賞受賞者一覧（第 1 回～第 42 回）  
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青島 利浩（第29回） 秋谷  晃（第18回） 淺川昭一郎（第25回）  浅地  広（第８回） 
浅野 三義（第８回） 芦澤 拓実（第41回） 安部 大就（第19回） 尼崎 博正（第32回） 
荒木 芳邦（第15回） 有路  信（第37回） 五十嵐 誠（第19回） 五十嵐政郎（第19回） 
井口 義也（第42回） 池原謙一郎（第２回） 石内 展行（第15回） 石川 岩雄（第３回） 
石川  純（第40回）  石川 幹子（第36回）  石崎 正弘（第36回） 石田  進（第17回） 
石原 耕作（第７回） 石原憲一郎（第32回）  石原 周次（第16回） 井手 久登（第13回） 
伊藤 精美（第35回） 伊東  健（第26回） 伊藤 邦衛（第11回） 伊藤 英昌（第23回） 
糸谷 正俊（第31回)  井上 公二（第13回）  井上 康平（第34回） 井上 忠佳（第27回） 
井上 芳治（第28回） 今井 紘一（第40回） 今川 正彦（第５回）  入江 重悦（第８回） 
岩河 信文（第10回） 上杉 俊和（第39回） 上野 博久（第24回） 上原 啓史（第42回） 
内田 勝巳（第６回）  内山 正雄（第４回） 枝吉 茂種（第31回） 及川  渉（第42回） 
大金善三郎（第15回） 大嶋 昭一（第14回）  大塚 守康（第26回） 大貫 誠二（第32回） 
大根田 清（第19回） 大矢 隆治（第18回）  大山 陽生（第10回） 小形 研三（第８回） 
冲中  健（第22回） 岡本 諟明（第27回） 荻野 靖也（第22回） 小口 健藏（第37回） 
小澤 知雄（第５回） 

 
か 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
鍵山 喜昭（第17回）  楫西 貞雄（第５回） 勝浦 康之（第10回）  勝野 武彦（第38回） 
加藤 一男（第３回） 加藤雍太郎（第12回） 金井  格（第２回）  金井  力（第28回） 
金子 九郎（第４回） 金子雲嶺美（第21回） 亀山  章（第31回） 亀山  始（第35回） 
川合  宏（第24回） 川口  弘（第11回） 川尻 幸由（第38回） 川名 俊次（第３回） 
河原 武敏（第28回） 河村  弘（第９回） 川本 昭雄（第６回） 菊地 徳伍（第９回） 
北川 明介（第41回） 北山 武征（第22回） 北村 信正（第４回） 北村 文雄（第７回） 
木村 三郎（第２回） 木村  弘（第26回） 木下 尚之（第21回） 木村 英夫（第４回） 
久保  貞（第９回） 黒崎 道雄（第30回） 熊井 康允（第17回） 熊谷 洋一（第26回） 
黒澤昇太郎（第３回） 黒瀬 太一（第７回） 桑島  潔（第９回） 小泉 直介（第15回） 
小坂 立夫（第10回） 輿水  肇（第30回） 小林 治人（第13回） 小林 安茂（第11回） 
小森 正幹（第27回） 小山 美幸（第21回） 近藤 公夫（第12回） 

 
さ 
 
 
 
 
 
 
 

 
坂本新太郎（第13回）  桜井 栄一（第19回） 笹倉  久（第39回） 佐藤  昌（第３回）  
佐藤 岳三（第21回） 佐藤 経夫（第11回） 佐藤 憲璋（第36回） 佐藤  泰（第12回） 
佐藤 安春（第25回） 澤田 宗久（第18回） 椎谷 尤一（第29回） 島田 正文（第39回） 
島村子之吉（第12回） 清水 正之（第９回） 下平尾 蔀（第30回） 十楽寺直彦（第９回） 
下村 彰男（第40回） 白井 彦衛（第28回） 進士五十八（第29回） 末松 四郎（第16回） 
末松 紀男（第26回） 杉尾 邦江（第24回） 杉尾伸太郎（第20回） 杉山 義命（第23回） 
杉本 正美（第20回） 鈴木 昌道（第28回） 鈴木 光三（第６回） 住吉  泰男（第33回） 
関  義清（第36回） 関田 次男 (第21回） 芹澤  誠（第18回） 全田  稔（第17回） 
曽田 𨥆嗣（第15回） 

 
た 
 
 
 
 

 
高野 文彰（第30回） 高橋 信行（第17回）  高橋 雅雄（第13回）  高橋理喜男（第１回） 
高原 榮重（第５回） 竹島 恭一（第28回） 田治 六郎（第２回） 田代 順孝（第33回） 
橘  俊光（第38回） 辰巳 信哉（第24回） 田住 満作（第４回）  田中  隆（第42回） 
田中  斎（第20回)  田中 正大（第17回） 田邊 昇學（第７回） 田畑 貞寿（第14回）  
為我井卓司（第 9回)  塚原 道夫（第40回） 堤  久雄（第８回） 恒村 則之（第32回）  
鶴見 恭介（第18回）  冨田 祐次（第31回） 

 
な 
 
 
 

 
内藤英四郎（第39回） 中井喜一郎（第16回）  中澤 一夫（第５回）  中島 武美（第９回）  
中島  健（第９回） 中島  宏（第24回） 中瀬  勲 （第34回） 中根 金作（第７回） 
中根 史郎（第41回） 中村  一（第16回） 中山  晋（第16回） 長松 太郎（第２回） 
西澤 成宜（第７回） 新田 伸三（第11回） 沼達 賢一（第28回） 野島 義照（第38回）  
野田 敏秀（第23回）  野地 富久（第13回） 

 
は 
 
 
 
 

 
服部 明世（第17回）  埴生 雅章（第34回）  林  次郎（第17回） 半田真理子（第32回） 
疋田 哲也（第12回） 平井 昌信（第15回）  平田 匡宏（第26回） 平野 侃三（第８回） 
樋渡 達也（第５回）  福富 久夫（第４回）  藤岡 義三（第35回） 藤田 好茂（第22回） 
福添 隆二（第31回） 藤浪 泰久（第16回）  外園  𢜟（第22回）  細谷 恒夫（第33回） 
本多  侔（第17回） 本間 一夫（第14回）  本間  啓（第３回） 

 
ま 
 
 
 
 
 
 

 
舞鶴 正治（第29回） 前島 康彦（第１回） 前田  博 （第34回）  増田  昇（第39回） 
松島 光明（第28回） 間瀬 延幸（第10回）  黛  卓郎（第35回） 丸田 頼一（第16回） 
蓑茂壽太郎（第34回)  三橋 一也（第10回） 三浦 明義（第23回）  三浦 頼彦（第24回）  
都田  徹（第30回)  宮﨑 研一（第19回） 宮崎  是（第23回）  明道  博（第９回）  
三原 義徳（第20回） 宮前 保子（第37回） 三好 勝彦（第６回） 村上  貢（第27回）  
森  堯夫（第５回） 森  忠文（第11回） 森下 元之（第25回） 森田 欣尚（第13回）  
森本 幸裕（第37回） 森山 雅幸（第37回） 

 
や 
 
 
 
 
 

 
八川  透（第10回）  矢木  勉（第６回）  矢吹 彰助（第15回）  山口久仁夫（第28回） 
山下 曠登（第５回） 山田 勝巳（第17回）  山田  進（第27回） 山田 元一（第25回） 
山中 丈士（第33回） 山本 忠順（第36回） 山本 教夫（第33回） 山本 紀久（第27回） 
油井 正昭（第35回） 横井 洋三（第14回） 横山 光雄（第１回） 吉川  需（第６回） 
吉田  廉（第12回） 𠮷田  哲夫（第38回） 𠮷田 博宣（第20回） 吉田 昌弘（第28回） 
吉水 忠幸（第29回） 吉村 元男（第25回） 

 
ら 

 
流郷 祐一（第14回） 

 
わ 

 
若林 春美（第18回） 涌井 史郎（第42回）  渡部 拓三（第６回）  鷲尾 金弥（第23回） 


