
鉄鋼協会一般表彰（2016年 3月） 

 

生産技術賞（渡辺義介賞） 

勝山 憲夫 新日鉄住金化学(株)  代表取締役社長 

技術功績賞（服部賞） 

小倉 滋 ＪＦＥスチール(株)  専務執行役員 

成吉 幸雄 日新製鋼(株)  代表取締役副社長執行役員 

藤野 伸司 新日鐵住金(株)  常務執行役員名古屋製鐵所長 

技術功績賞（香村賞） 

藤林 晃夫 ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所研究技監 

山本 三幸 新日鐵住金(株)  技術開発本部フェロー 

学術功績賞（三島賞） 

占部 俊明 ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所主席研究員(部長) 

藤 健彦 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 

学術功績賞（里見賞） 

杉本 芳春 ＪＦＥスチール(株)  知的財産部長(理事) 

論文賞（俵論文賞） 

野村 誠治 新日鐵住金(株) 

林崎 秀幸 新日鐵住金(株) 

宮下 重人 新日鐵住金(株) 

古米 孝平 ＪＦＥスチール(株) 

松井 穣 ＪＦＥスチール(株) 

村井 剛 ＪＦＥスチール(株) 

三木 祐司 ＪＦＥスチール(株) 

久保田 学 新日鐵住金(株)  （現 新日鐵住金(株)） 

鈴木 崇久 新日鐵住金(株) 

平上 大輔 新日鐵住金(株)  （現 新日鐵住金(株)） 

潮田 浩作 新日鐵住金(株) 

論文賞（澤村論文賞） 

窪田 紘明 新日鐵住金(株) 

富澤 淳 新日鐵住金(株) 

山本 憲司 新日鐵住金(株) 

岡田 信宏 新日鐵住金(株) 

土肥 勇介 ＪＦＥスチール(株) 

深田 喜代志 ＪＦＥスチール(株) 



山本 哲也 ＪＦＥスチール(株) 

松井 貴 ＪＦＥスチール(株) 

角 広行 ＪＦＥスチール(株)  （現 デロイト トーマツ コンサル 

   ティング合同会社) 

下山 泉 ＪＦＥスチール(株) 

笹井 勝浩 新日鐵住金(株) 

技術貢献賞（渡辺義介記念賞） 

池上 伸介 新日鐵住金(株)  八幡製鉄所薄板部長 

北川 二朗 (株)神戸製鋼所  執行役員電力事業企画推進本部長 

小出 正人 President Director   PT. JFE Steel Galvanizing  

   Indonesia  

小森 俊也 新日鐵住金(株)  大分製鐵所生産技術部長 

古家後 啓太 日新製鋼(株)  執行役員 普通鋼･特殊鋼生産推進 

   センター長 

斉藤 輝弘 ＪＦＥスチール(株)  東日本製鉄所(千葉地区) 

   常務執行役員副所長 

中島 一博 新日鐵住金(株)  和歌山製鐵所長 

中山 岳志 北海製鉄(株)  常務取締役 製造部長 

野見山 裕治 新日鐵住金(株)  厚板事業部厚板技術部長 

福島 裕法 ＪＦＥスチール(株)  常務執行役員西日本製鉄所 

   (福山地区)副所長 

宮崎 庄司 (株)神戸製鋼所  鉄鋼事業部門神戸製鉄所執行役員 

   所長 

村瀬 文夫 攀成伊紅石油鋼管有限責任公司 副総経理 

柳本 勝 山陽特殊製鋼(株)  取締役技術企画管理部長 

山田 統明 新日鐵住金(株)  直江津製造所長 

技術貢献賞（林賞） 

重松 久美男 中部鋼鈑(株)  製造所常務取締役製造所長 

柴田 尚 (株)日本製鋼所室蘭製作所  常務執行役員所長 

学術記念賞（西山記念賞） 

井口 貴朗 ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所数値解析研究部部長 

大井 健次 ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所接合･強度研究部 

   部長 

 

岡田 光 新日鐵住金(株)  技術開発本部鹿島技術研究部上席 

   主幹研究員 



鈴木 聡 日新製鋼(株)  グループ商品開発戦略本部･技術 

   研究所ステンレス・高合金研究部長 

野村 誠治 新日鐵住金(株)  技術開発本部 プロセス研究所製銑 

   研究部長 

羽生田 智紀 大同特殊鋼(株)  執行役員技術開発研究所所長 

松村 勝 新日鐵住金(株)  技術開発本部 プロセス研究所製銑 

   研究部上席主幹研究員 

溝口 利明 新日鐵住金(株)  技術開発本部 鹿島技術研究部上席 

   主幹研究員 

村井 暢宏 新日鐵住金(株)  室蘭製鐵所生産技術部部長 

吉見 直人 ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所表面処理研究部長 

   (理事) 

学術記念賞（白石記念賞） 

飯塚 幸理 ＪＦＥスチール(株)  スチール研究所計測制御研究部部長 

池松 陽一 新日鐵住金(株)  技術開発本部鉄鋼研究所表面処理 

   研究部長 

松本 雅充 新日鐵住金(株)  技術開発本部鉄鋼研究所表面処理 

   研究部耐食材料 Gr総括 

鉄鋼技能功績賞 

北海道支部 

千葉 栄治 (株)日本製鋼所  室蘭研究所研究技術員 

福田 惣司 新日鐵住金(株)  棒線事業部室蘭製鐵所生産技術部 

   棒線管理第一室工程観察班班長 

東北支部 

佐藤 浩 東北特殊鋼(株)  職長 

関東地区 

今野 正人 ＪＦＥスチール(株)  東日本製鉄所(千葉地区)製銑部原料 

   工場統括 

鈴木 洋一 合同製鐵(株)  船橋製造所製造部設備グループ 

人首 茂 新日鐵住金(株)  技術開発本部鹿島技術研究部設備 

   計測班班長 

東海支部 

齋藤 範彰 日鉄住金テクノロジー(株)  名古屋事業所分析･研究試験部第一 

   研究試験係 

福山 隆 愛知製鋼(株)  知多工場設備技術部副課長 

 



関西支部 

有本 善雄 山陽特殊製鋼(株)  製鋼部第一製鋼課第一鋳造係作業長 

石橋 弘司 日鉄住金テクノロジー(株) 尼崎事業所解析技術部物理解析室 

中国四国支部 

河本 秀雄 東洋鋼鈑(株)  エンジニアリング部整備技術 

   センター長 

黒河 豊明 日新製鋼(株)  呉製鉄所熱延課主任部員 

吉崎 正彦 新日鐵住金ステンレス(株)  光製造所生産管理部薄板調整室 

   スタッフ 

九州支部 

橋本 憲一 日鉄住金テクノロジー(株)  八幡事業所技術専門職 

 

（注）鉄鋼会社関係者のみ掲載 


