
鉄鋼協会一般表彰（2010 年 3 月） 

 

生産技術賞（渡辺義介賞） 

佐藤 廣士 ㈱神戸製鋼所   代表取締役社長 

技術功績賞（服部賞） 

大下 滋  新日本製鐵㈱   常務取締役  

大西 功一 ㈱神戸製鋼所   加古川製鉄所専務執行役員  加古川製鉄所所長  

安岡 秀憲 ＪＦＥスチール㈱ 専務執行役員 西日本製鉄所副所長 

技術功績賞（香村賞） 

潮田 浩作 新日本製鐵㈱   技術開発本部 ﾌｪﾛｰ 

 冨田 省吾 ＪＦＥスチール㈱ 常務執行役員  ｽﾁｰﾙ研究所副所長  

技術功績賞（渡辺三郎賞） 

児玉 和哉 山陽特殊製鋼㈱  専務取締役  

津田 孝良 大同特殊鋼㈱   常務取締役 

学術貢献賞（三島賞） 

安田 功一 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 主席研究員 

論文賞（俵論文賞） 

岡田 信宏 住友金属工業㈱  総合技術研究所 

木本 雅也 住友金属工業㈱  総合技術研究所 主任研究員 

工藤 赳夫 住友金属工業㈱  総合技術研究所 主監部長研究員 

西原 克浩 住友金属工業㈱  総合技術研究所 主任研究員 

松本 雅充 住友金属工業㈱  総合技術研究所 主任研究員 

国友 和也 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 主幹研究員 

篠竹 昭彦 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 主任研究員 

内藤 誠章 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 

長根 利弘 新日本製鐵㈱   大分製鉄所 

橋本 操  新日本製鐵㈱   先端技術研究所ﾌｪﾛｰ 先端技術研究所長 

圃中 朝夫 新日本製鐵㈱   ﾏﾈｼﾞｬｰ 

松崎 眞六 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 主幹研究員 

菊池 直樹 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 

岸本 康夫 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 部長 

鍋島 誠司 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 副部長 

松井 章敏 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 係長 

松野 英寿 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 主任研究員 

論文賞（澤村論文賞） 

門脇 正具 新日本製鐵㈱   技術開発本部 環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 研究員 

国友 和也 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 主幹研究員 

松崎 眞六 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 主幹研究員 

杉本 芳春 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 部長 

鈴木 善継 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 課長 



藤田 栄  ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 主席研究員(部長) 

山下 孝子 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 主任研究員 

技術貢献賞（渡辺義介記念賞） 

吾郷 康人 新日本製鐵㈱   八幡製鐵所 副所長 

大崎 和男 新日本製鐵㈱   君津製鉄所 副所長 

岡  弘  ＪＦＥスチール㈱ 常務執行役員 知多製造所長 

小倉 滋  ＪＦＥスチール㈱ 常務執行役員 経営企画部長 

尾上 善則 ㈱神戸製鋼所   執行役員 鉄鋼部門 神戸製鉄所長 

鹿毛 和哉 新日本製鐵㈱   安全推進部長 

川田 仁  ＪＦＥスチール㈱ 常務執行役員 西日本製鉄所副所長 

小坂 隆  住友金属工業㈱  常務執行役員 

坂本 雅紀 ㈱住友金属小倉  常務取締役 

讃井 政博 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発部長 

高橋 元  大同特殊鋼㈱   取締役 素形材事業部長 

津山 青史 ＪＦＥスチール㈱ 常務執行役員 ｽﾁｰﾙ研究所副所長 

西濱 渉  山陽特殊製鋼㈱  取締役 生産管理部長 

長谷川 浩 東洋鋼鈑㈱    新規事業開発部長 

宮楠 克久 日新製鋼㈱    執行役員 商品開発部長 

技術貢献賞（林賞） 

棚橋 章  トピー工業㈱   執行役員 

学術記念賞（西山記念賞） 

安藤 敦司 日新製鋼㈱    技術研究所 ｽﾃﾝﾚｽ･高合金研究部長 

稲積 透  ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 薄板加工技術研究部 部長 

岡口 秀治 住友金属工業㈱  総合技術研究所 厚板･条鋼研究開発部長 

越智 達朗 新日本製鐵㈱   技術開発本部 室蘭技術研究部長 主幹研究員 

加藤 健次 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 部長 

岸本 康夫 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 製鋼研究部 部長 

曽谷 保博 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 研究企画部長 

竹下 哲郎 新日本製鐵㈱   技術開発本部 八幡技術研究部 部長 

樋口 善彦 住友金属工業㈱  総合技術研究所 製鋼研究開発部 部長 

学術記念賞（白石記念賞） 

藤﨑 敬介 新日本製鐵㈱   環境･ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 計測･制御研究開発部 

主幹研究員 

藤原 弘次 住友金属工業㈱  総合技術研究所 加工･計測技術研究開発部 部長 

鉄鋼技能功績賞（東北支部） 

平地 和夫 東北特殊鋼㈱   熱処理事業部 

鉄鋼技能功績賞（北陸信越支部） 

酒井 直樹 日本高周波鋼業㈱ 製造部鍛造室 作業係長 

鉄鋼技能功績賞（関東地区） 

西野 和夫 住友金属工業㈱  鹿島製鉄所 第二製鋼工場副長 



鉄鋼技能功績賞（東海支部） 

中川 五郎 ＪＦＥスチール㈱ 知多製造所 

鉄鋼技能功績賞（関西支部） 

徳田 友吉 住友金属工業㈱  総合技術研究所 利用技術研究開発部 基幹職 

服部 保徳 日新製鋼㈱    技術研究所 表面処理研究部 

表面処理第一研究ﾁｰﾑ 主任研究員 

鉄鋼技能功績賞（中国四国支部） 

伊達 美登 日立金属㈱    特殊鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 安来工場 製鋼部 製鋼１ｸﾞﾙｰﾌﾟ 係長 

延谷 安治 日新製鋼㈱    呉製鉄所 製鋼課 一連鋳総作業長 

平間 清明 ＪＦＥスチール㈱ ｽﾁｰﾙ研究所 主任部員 

 

 

(注)鉄鋼会社関係者のみ掲載 


