
鉄鋼協会一般表彰（2015年 3月） 

 

生産技術賞（渡辺義介賞） 

関田 貴司 ＪＦＥミネラル(株) 代表取締役社長 

技術功績賞（服部賞） 

岡 弘 ＪＦＥスチール(株) 専務執行役員 

尾上 善則 (株)神戸製鋼所 代表取締役副社長 

技術功績賞（香村賞） 

五十嵐 正晃 新日鐵住金(株) 技術開発本部フェロー先端技術研究所長 

曽谷 保博 ＪＦＥスチール(株) 専務執行役員スチール研究所副所長 

技術功績賞（渡辺三郎賞） 

田中 延幸 山陽特殊製鋼(株) 取締役副社長 

学術貢献賞（三島賞） 

遠藤 茂 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所研究企画部長 

斎藤 直樹 日鉄住金テクノロジー(株) 名古屋事業所品質保証部上席主幹 

学術貢献賞（里見賞） 

金井 洋 NS BlueScope Pte. Ltd. Vice President, Manufacturing & Technology 

論文賞（俵論文賞） 

白幡 浩幸 新日鐵住金(株) 

半田 恒久 ＪＦＥスチール(株) 

高橋 大喜 (株)神戸製鋼所 

河嶋 佳純 コベルコシステム(株) 

谷川 英司 コベルコシステム(株) 

金橋 康二 新日鐵住金(株) 

相本 道宏 新日鐵住金(株) 

論文賞（澤村論文賞） 

溝口 利明 新日鐵住金(株) 

上島 良之 新日鐵住金(株) 

杉山 昌章 新日鐵住金(株) 

水上 和実 新日鐵住金(株) 

松岡 禎和 九州大学 （現 日立金属(株)） 

岩崎 竜也 新日鐵住金(株) 

木村 正雄 新日鐵住金(株) (現 大学共同機関法人 高エネルギー加速器 

  研究機構） 

村尾 玲子 新日鐵住金(株) 

 



協会功労賞（野呂賞） 

佐藤 馨 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所主席研究員 

技術貢献賞（渡辺義介記念賞） 

内田 哲郎 ＪＦＥスチール(株) コークス技術部部長 

江尻 満 新日鐵住金(株) 大分製鐵所品質管理部長 

小川 博之 ＪＦＥスチール(株) 常務執行役員 

沖山 卓司 日新製鋼ステンレス鋼管(株) 代表取締役社長 

川上 浩一郎 新日鐵住金(株) 八幡製鐵所副所長 

茱萸 一真 神鋼物流(株) 取締役加古川事業所長 

桑名 隆 山陽特殊製鋼(株) 取締役生産企画管理部長 

多賀根 章 ＪＦＥスチール(株) 経営企画部主任部員 

秦野 敦臣 大同特殊鋼(株) 特殊鋼製品本部取締役特殊鋼棒線事業部長 

波床 尚規 新日鐵住金(株) 薄板事業部参与 

東 忠幸 新日鐵住金(株) 君津製鐵所製銑部上席主幹(部長) 

廣口 貴敏 新日鐵住金(株) 八幡製鐵所形鋼部長 

元松 廣議 新日鐵住金(株) 和歌山製鐵所設備部長 

安永 直弘 愛知製鋼(株) 執行役員 

渡辺 敦 ＪＦＥスチール(株) 常務執行役員 東日本製鉄所京浜地区副所長 

技術貢献賞（林賞） 

樫尾 茂樹 大阪製鐵(株) 常務取締役 堺工場長 

松井 宏司 大同特殊鋼(株) 機械事業部企画管理部部長 

学術記念賞（西山記念賞） 

阿部 雅之 新日鐵住金(株) 技術開発本部鹿島技術研究部部長 

井上 幸一郎 大同特殊鋼(株) 工具鋼ソリューション部部長 

岡澤 健介 新日鐵住金(株) 技術開発本部 先端技術研究所数理科学研究部 

  上席主幹研究員 

小川 雄司 新日鐵住金(株) 技術開発本部プロセス研究所製鋼研究部 

  上席主幹研究員 

加藤 康 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所鋼管・鋳物研究部長 

澤井 隆 新日鐵住金(株) 製鋼技術部上席主幹 

瀬戸 一洋 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所薄板研究部部長(理事) 

高橋 彰 新日鐵住金(株) 技術開発本部八幡技術研究部長 

髙橋 達也 (株)日本製鋼所 室蘭製作所電力製品部部長 

三木 祐司 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所製鋼研究部長(理事) 

学術記念賞（白石記念賞） 

高山 透 日鉄住金テクノロジー(株) 上席主幹 



名越 正泰 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所分析･物性研究部長 

西田 吉晴 (株)神戸製鋼所 技術開発本部生産ｼｽﾃﾑ研究所専門部長 

研究奨励賞 

多根井 寛志 新日鐵住金(株) 技術開発本部プロセス研究所一貫プロセス 

  研究部主任研究員 

鉄鋼技能功績賞 

大堀 国雄 (株)日本製鋼所 室蘭研究所研究技術員 

佐々木 晴康 新日鐵住金(株) 室蘭製鐵所棒線管理第一室一貫品質管理係長 

伊勢 亨 ＪＦＥ条鋼(株) 仙台製造所製鋼部統括 

岩立 修 新日鐵住金(株) 技術開発本部波崎研究試験室製鋼 

  プロセス係・班長 

徳橋 広実 大同特殊鋼(株) 鍛鋼品事業部 渋川工場 

永井 順仁 日鉄住金テクノロジー(株) 富津事業所テクニカルサービスセンター 

  総合試験課材料試験第二係 

長野 義昭 ＪＦＥミネラル（株） 製鉄関連事業部 京浜製造所製造部 

坂田 茂樹 日鉄住金テクノロジー(株) 名古屋事業所材料試験部試験課第一試験係 

名取 和成 大同特殊鋼(株) 研究開発本部企画管理部係長 

熊野 幸雄 新日鐵住金(株) 広畑製鉄所研究試験支援 

惟康 裕史 山陽特殊製鋼(株) 鋼管製造部冷延鋼管課作業長(係長格) 

天喰 要治 日立金属(株) 冶金研究所材料解析係係長 

鮫島 利幸 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所研究企画部総務室主任部員 

早瀬 康雄 日新製鋼(株) 周南製鋼所設備部設備技術チーム 

 

（注）鉄鋼会社関係者のみ掲載 


