
鉄鋼協会一般表彰（2018年 3月） 

 

生産技術賞（渡辺義介賞） 

三喜 俊典 日新製鋼(株)  取締役会長 

技術功績賞（服部賞） 

髙橋 健二 新日鐵住金(株)  代表取締役副社長 

技術功績賞（香村賞） 

齋藤 公児 新日鐵住金(株) 技術開発本部フェロー 

松岡 才二 ＪＦＥスチール(株)  専務執行役員 スチール研究所 

   副所長 

学術貢献賞（三島賞） 

井上 剛 新日鐵住金(株) 技術開発本部プロセス研究所鋼圧 

  一貫研究部上席主幹研究員 

田川 哲哉 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所主席研究員(部長) 

論文賞（俵論文賞） 

金子 貴裕 九州大学 (現 (株)神戸製鋼所） 

藤澤 友也 九州大学 (現 新日鐵住金(株)） 

中瀬 憲治 ＪＦＥスチール(株) 

松井 章敏 ＪＦＥスチール(株) 

菊池 直樹 ＪＦＥスチール(株) 

三木 祐司 ＪＦＥスチール(株) 

牧水 洋一 ＪＦＥスチール(株) 

鈴木 善継 ＪＦＥスチール(株) 

谷本 亘 ＪＦＥテクノリサーチ(株) 

青山 朋弘 ＪＦＥスチール(株) 

吉見 直人 ＪＦＥスチール(株) 

論文賞（澤村論文賞） 

久保 雅寛 新日鐵住金(株) 

吉田 博司 新日鐵住金(株) 

上西 朗弘 新日鐵住金(株) 

中澤 嘉明 新日鐵住金(株) 

花尾 方史 新日鐵住金(株) 

瀬々 昌文 新日鐵住金(株) (現 西日本工業大学) 

山村 英明 新日鐵住金(株) (現 日本金属学会) 

濱口 眞基 (株)神戸製鋼所 

 



論文賞（ギマラエス賞） 

井上 宜治 新日鐵住金(株) 

平出 信彦 新日鐵住金ステンレス(株) 

潮田 浩作 新日鐵住金(株) (現 日鉄住金総研(株)） 

 

協会功労賞（野呂賞） 

浅野 一哉 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） 

赤瀬 裕 新日鐵住金(株) 君津製鐵所生産技術部長 

石毛 俊朗 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 

大河内 巌 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 

柏田 昌宏 日鉄住金鋼鉄和歌山(株) 製銑部長 

加藤 久詞 新日鐵住金(株) 名古屋製鐵所製鋼部長 

川口 靖隆 日新製鋼(株) 技術総括部長 

木村 義孝 新日鐵住金(株) 薄板事業部薄板技術部海外薄板技術 

  支援室上席主幹 

今野 直樹 日新製鋼(株) 取締役常務執行役員 

澤田 宏 ＪＦＥスチール(株) 常務執行役員 

須田 守 ＪＦＥスチール(株) 常務執行役員･棒線事業部長 

竹鶴 隆昭 大同特殊鋼(株) 執行役員 CRM部長 

藤井 伊佐夫 愛知製鋼(株) 参与 

本田 祐司 新日鐵住金(株) 君津製鐵所厚板部長 

山副 広明 新日鐵住金(株) 八幡製鐵所製鋼部長 

技術貢献賞（林賞） 

岩本 隆志 (株)日本製鋼所 執行役員鉄鋼事業部長室蘭製作所長 

森 義昭 大同特殊鋼(株) 常務執行役員 

学術記念賞（西山記念賞） 

太田 裕樹 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所鋼管・鋳物研究部部長 

木村 利光 大同特殊鋼(株) 技術開発研究所副所長 

澤田 英明 新日鐵住金(株) 技術開発本部先端技術研究所基盤 

  メタラジー研究部主幹研究員 

玉木 輝幸 新日鐵住金(株) 技術開発本部鉄鋼研究所電磁鋼板 

  研究部長 

 



塚口 友一 新日鐵住金(株) 技術開発本部プロセス研究所製鋼 

  研究部主幹研究員 

長滝 康伸 ＪＦＥスチール(株) スチール研究所表面処理研究部部長 

花澤 和浩 ＪＦＥスチール(株) 電磁鋼板セクター部部長(理事) 

原田 寛 新日鐵住金(株) 技術開発本部鋼圧一貫研究部上席 

  主幹研究員 

藤田 展弘 新日鐵住金(株) 名古屋製鐵所副所長 

学術記念賞（白石記念賞） 

中村 修 新日鐵住金(株)  技術開発本部先端技術研究所数理科学 

   研究部主幹研究員 

本田 達朗 新日鐵住金(株) 技術開発本部プロセス研究所計測 

  制御研究部主幹研究員 

研究奨励賞 

林崎 秀幸 新日鐵住金(株) 技術開発本部プロセス研究所製銑 

  研究部主任研究員 

鉄鋼技能功績賞 

東北支部 

小野 益美 ＪＦＥスチール(株) 仙台製造所棒線部線材工場統括 

北陸信越支部 

内田 智之 日鉄住金テックスエンジ(株) 鹿島支店直江津事業所直江津電計整備 

  グループ係長 

関東地区 

臼田 秀一 ＪＦＥスチール(株) 東日本製鉄所(京浜地区)熱延部熱延 

  工場統括 

岡田 三雄 日鉄住金テクノロジー(株) 富津事業所 TSセンタープロセス 

  試験課先端技術開発係 

小関 典一 ＪＦＥスチール(株) 東日本製鉄所(千葉地区)制御部制御 

  技術室副課長 

田中 啓一 大同特殊鋼(株) 素形材事業部渋川工場安全推進チーム 

  主任部員 

田中 幸雄 ＪＦＥ条鋼(株) 鹿島製造所総務部 SE 

堀江 健二 新日鐵住金(株) 技術開発本部波崎研究支援室 

山之内 良夫 日鉄住金テクノロジー(株) 富津事業所 TSセンタープロセス 

  試験課先端技術開発係係長 

東海支部 

小山内 雅浩 愛知製鋼(株) 知多工場第 1製鋼課リサイクル係係長 



 

森山 稔 大同特殊鋼(株) 技術開発研究所ソリューション支援室 

  チームリーダー 

関西支部 

今村 明弘 新日鐵住金(株) 技術開発本部尼崎研究支援室交産・ 

  強度係係長 

永立 稔穂 日新工機(株) 阪神支店堺整備部機械保全課課長 

前田 昌伯 山陽特殊製鋼(株) 条鋼製造部条鋼製造課作業長 

中国四国支部 

上本 昌延 日新製鋼(株) 呉製鉄所エネルギー技術チーム 

内八重 誠 ＪＦＥアップル西日本(株) 倉敷事業所係長 

深田 修一 日立金属(株) 安来工場特殊線材工場線材 

  グループ統括係長 

 

（注）鉄鋼会社関係者のみ掲載 


