
鉄鋼協会一般表彰（2009年3月） 

 

技術功績賞（服部賞） 

岩城 正和  新日本製鐵(株)  常務執行役員 

狩野 久宣  ＪＦＥスチール(株)  専務執行役員 東日本製鉄所長 

技術功績賞（香村賞） 

小松原 道郎  ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所 研究技監 

高谷 幸司  住友金属工業(株)  技監 

技術功績賞（渡辺三郎賞） 

岸本 耕司  山陽特殊製鋼(株)  専務取締役 

学術貢献賞（三島賞） 

牛神 義行  新日本製鐵(株)  技術開発本部八幡技術研究部  

  主幹研究員 

坂田 敬  ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所 理事鋼管・鋳物 

  研究部長 

論文賞（俵論文賞） 

杉浦 夏子  新日本製鐵(株)  鉄鋼研究所第一研究部 主任研究員 

吉永 直樹  新日本製鐵(株)  鉄鋼研究所第一研究部 主幹研究員 

川崎 薫  新日本製鐵(株)  技術開発本部広畑技術研究部  

  主任研究員 

山口 由起子  新日本製鐵(株)  先端技術研究所解析科学研究部 研究員 

高橋 淳  新日本製鐵(株)  先端技術研究所解析科学研究部  

  主任研究員 

河内 慎治  新日本製鐵(株)  環境・プロセス研究開発センター 

  製銑研究開発部 研究員 

笠間 俊次  新日本製鐵(株)  環境・プロセス研究開発センター製銑 

  研究開発部 主幹研究員 

水上 英夫  住友金属工業(株)  総合技術研究所製鋼研究開発部  

  主任研究員 

山中 章裕  住友金属工業(株)  総合技術研究所製鋼研究開発部  

  部長研究員 

長滝 康伸  ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所研究企画部 主任研究員 

佐藤 馨  ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所分析・物性研究部 部長 

細谷 佳弘  ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所 理事主席研究員 

 

 



論文賞（澤村論文賞） 

富田 俊郎  住友金属工業(株)  総合技術研究所薄板研究開発部  

  部長研究員 

今井 規雄  住友金属工業(株)  総合技術研究所薄板研究開発部  

  主任研究員 

宮田 佳織  住友金属工業(株)  総合技術研究所材料研究部 主任研究員 

福島 傑浩  住友金属工業(株)  総合技術研究所鋼板プロセス研究 

  開発部副主任研究員 

吉田 充  住友金属工業(株)  総合技術研究所薄板研究開発部 

脇田 昌幸  住友金属工業(株)  総合技術研究所商品基盤技術研究部 

江藤 学  住友金属工業(株)  総合技術研究所鹿島研究開発部 

佐々木 保  住友金属工業(株)  総合技術研究所鋼板プロセス 

  研究開発部 部長 

原口 洋一  住友金属工業(株)  総合技術研究所鹿島研究開発部  

  主任研究員 

岡田 康孝  住友金属工業(株)  総合技術研究所 企画業務技術調査役 

梶谷 敏之  新日本製鐵(株)  技術開発本部製鋼研究開発部  

  主任研究員 

加藤 雄一郎  新日本製鐵(株)  君津製鉄所製鋼部鋼片管理グループ 

原田 浩次  新日本製鐵（株）  君津製鉄所 

齋藤 公児  新日本製鐵(株)  環境･プロセス研究開発センター製銑 

  研究開発部 部長 

原島 和海  新日本製鐵(株)  技術開発本部EPC 製鋼研究開発部  

  主任研究員 

山田 亘  新日本製鐵(株)  君津技術研究部 主任研究員 

坪根 聡  愛知製鋼(株)  安全衛生環境部エコロジー室 

野呂賞 

鷺山 勝 ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所 研究技監 

技術貢献賞（渡辺義介記念賞） 

川崎 博也  (株)神戸製鋼所  執行役員 技術総括部長 

渡辺義介記念賞 

酒井 敦  ＪＦＥスチール(株)  理事技術企画部 製銑SBU リーダー 

酒本 義嗣  新日本製鐵(株)  名古屋製鉄所 生産技術部長 

新貝 元  大同特殊鋼(株)  鋼材事業部 知多工場長 

中乗 敬之  日新製鋼(株)  市川製造所長 

長浜 裕  ＪＦＥスチール(株)  理事知的財産部長 



中村 秀樹  山陽特殊製鋼(株)  取締役 

西川 廣  ＪＦＥスチール(株)  理事 

丹村 洋一  ＪＦＥスチール(株)  常務執行役員 東日本製鉄所副所長 

藤野 伸司  新日本製鐵(株)  技術総括部製鋼技術 

  グループリーダー(部長) 

三村 義人  新日本製鐵(株)  環境･プロセス研究開発センター 

  プラントエンジニアリング部 部長 

三宅 貴久  住友金属工業(株)  常務執行役員 総合技術研究所 所長 

山田 和之  住友金属工業(株)  総合技術研究所 副所長波崎研究 

  センター長 

山田 人久  (株)日本製鋼所  室蘭研究所 主幹研究員 

技術貢献賞（林賞） 

二村 直志  愛知製鋼(株)  顧問 

学術記念賞（西山記念賞） 

朝日 均  新日本製鐵(株)  鉄鋼研究所鋼材第二研究部 主幹研究員 

茨木 信彦  (株)神戸製鋼所  鉄鋼部門神戸製鉄所条鋼開発部 部長 

佐藤 馨  ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所分析･物性研究部 部長 

末廣 正芳  新日本製鐵(株)  鉄鋼研究所加工技術研究開発センター 

  センター所長 

藤 健彦  新日本製鐵(株)  環境プロセス研究開発センター製鋼 

  研究開発部 主幹研究員 

富田 俊郎  住友金属工業(株)  総合技術研究所薄板研究開発部  

  部長研究員 

羽原 康裕  日本金属工業(株)  取締役 研究開発本部長兼研究部長 

星野 俊幸  ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所 耐食･防食研究部長 

毎田 知正  東洋鋼鈑(株)  技術部執行役員 技術部長 

白石記念賞 

岡村 一男  住友金属工業(株)  先進デザイン研究開発部 部長研究員 

杉山 昌章  新日本製鐵(株)  先端技術研究所解析科学研究部  

  主幹研究員 

鉄鋼技能功績賞 

北海道支部 

岡山 実  北海鋼機(株)  製造部 

関東地区 

栗本 弘  ＪＦＥスチール（株）  東日本製鉄所（千葉地区）製鋼部 

 



八重田 正己  住友金属工業(株)  総合技術研究所  

  シニア･テクニカル･リーダー 

東海支部 

上田 高人  大同特殊鋼(株)  研究開発本部 

関西支部 

真田 敬一  新日本製鐵(株)  広畑製鐵所研究試験 

澤田 英雄  山陽特殊製鋼(株)  鋼管製造部鋼管製造課 統括作業長 

中国四国支部 

佐藤 武男  新日鐵住金ステンレス(株)  製造本部光製造所 

三澤 励治  日立金属(株)  安来工場製鋼部 製鋼1 グループ主幹 

 

(注)鉄鋼会社関係者のみ掲載 


