
鉄鋼協会一般表彰（2011 年 3 月） 

 

生産技術賞（渡辺義介賞） 

友野 宏   住友金属工業(株)  代表取締役社長 

技術功績賞（服部賞） 

勝山 憲夫  新日本製鐵(株)   常務執行役員 名古屋製鉄所長 

中西 敏修  ＪＦＥスチール(株) 専務執行役員 西日本製鉄所副所長 

三木 伸一  住友金属工業(株)  取締役専務執行役員 鋼材建材カンパニー長 

技術功績賞（香村賞） 

宮坂 明博  新日本製鐵(株)ﾌｪﾛｰ 

吉武 明英  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所 研究技監 

技術功績賞（渡辺三郎賞） 

深谷 研悟  大同特殊鋼(株)   代表取締役副社長 

学術功績賞（三島賞） 

津山 青史  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所常務執行役員 副所長 

学術貢献賞（里見賞） 

藤田 栄   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） 

庵屋敷 孝思  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所 製銑研究部副部長 

下山 泉   ＪＦＥスチール（株）ｽﾁｰﾙ研究所 

角 広行君  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所製銑研究部 

深田 喜代志 ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所製銑研究部 主任研究員 

藤本 英和  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所製銑環境ﾌﾟﾛｾｽ研究部 副課長 

佐藤 馨君  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所分析･物性研究部 部長 

田路 勇樹  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所 

安原 久雄  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所分析･物性研究部 主任研究員 

植松 千尋  住友金属工業(株)  総合技術研究所加工計測技術研究開発部 主任研究員 

木村 和喜  住友金属工業(株)  鹿島製鉄所制御部 部長 

阪上 浩一  住友金属工業(株)  鹿島製鉄所薄板部熱延技術室 

高橋 秀之  住友金属工業(株)  鹿島製鉄所 

橘 久好   住友金属工業(株)  総合技術研究所鋼板ﾌﾟﾛｾｽ研究開発部 主任研究員 

中川 繁政  住友金属工業(株)  総合技術研究所鋼板ﾌﾟﾛｾｽ研究開発部板制御ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

武衛 康彦  住友金属工業(株)  鹿島製鉄所熱間圧延部熱延技術室 参事補 

本田 達朗  住友金属工業(株)  総合技術研究所加工・計測技術研究開発部 主任研究員 

技術貢献賞（渡辺義介記念賞） 

安藤 豊   新日本製鐵(株)   広畑製鉄所 副所長 



石黒 良保  日本金属工業(株)  研究開発本部 研究開発本部長 

入江 敏弘  山陽特殊製鋼(株)  参与 製鋼部長 

織田 和之  新日本製鐵(株)   名古屋製鉄所 副所長 

日下 嘉蔵  住友金属工業(株)  鋼管技術部長 

辻本 敏   大同特殊鋼(株)   海外事業部 海外企画管理部長 

中島 英雅  住友金属工業(株)  常務執行役員 

西川 恒明  (株)神戸製鋼所理事 鉄鋼事業部門 技術開発ｾﾝﾀｰ長 

西崎 宏君  ＪＦＥスチール(株) 常務執行役員 

西村 博文  ＪＦＥスチール(株) 常務執行役員 

新田 博之  新日本製鐵(株)   大分製鉄所 副所長 

早川 淳也  日新製鋼(株)    執行役員 周南製鋼所長 

宮脇 新也  (株)神戸製鋼所   執行役員 

村井 悦夫  (株)日本製鋼所   常務取締役 

村上 進次郎 ＪＦＥスチール(株) 理事 電磁鋼板ｾｸﾀｰ部長 

若月 輝行  新日本製鐵(株)   建材営業部 形鋼･ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管技術ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

渡邉 誠   ＪＦＥスチール(株) 常務執行役員 鋼管ｾｸﾀｰ長 

技術貢献賞（林賞） 

沢田 知行  ＪＦＥ条鋼(株)   取締役 姫路製造所長 

学術記念賞（西山記念賞） 

井上 健裕  新日本製鐵(株)   鉄鋼研究所 厚板・鋼管・形鋼研究部 主幹研究員 

植森 龍治  新日本製鐵(株)   鉄鋼研究所 厚板・鋼管・形鋼研究部長 

木村 秀途  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所鋼管･鋳物研究部部長 

佐々木 保  住友金属工業(株)  総合技術研究所 副所長 

佐藤 道貴  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所 製銑研究部長 

清水 哲也  大同特殊鋼(株)   研究開発本部特殊鋼研究所 所長 

寺田 好男  新日本製鐵(株)   君津技術研究部 主幹研究員 

三村 毅   (株)神戸製鋼所   鉄鋼事業部門 技術開発ｾﾝﾀ-製銑・製鋼開発部部長 

山下 道雄  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所 計測制御研究部長 

学術記念賞（白石記念賞） 

齋藤 公児  新日本製鐵(株)   環境ﾌﾟﾛｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ 製銑研究開発部長主幹研究員 

藪田 和哉  ＪＦＥスチール(株) ｽﾁｰﾙ研究所 ｽﾗｸﾞ･耐火物研究部部長 

鉄鋼技能功績賞 

佐藤 修一  ㈱日本製鋼所    研究開発本部 室蘭研究所技術員 

石川 竹夫  ＪＦＥスチール(株) スチール研究所 主任部員 

小林 輝夫  新日鐵住金ｽﾃﾝﾚｽ（株）鹿島製造所 

諏訪 秀俊  住友金属工業(株)  波崎研究センタエキスパート 



糟屋 茂   大同特殊鋼(株)   研究開発本部 

鞍津輪 馨  新日本製鐵(株)   広畑製鐵所 設備技術 Gr  

三木 秀紀  山陽特殊製鋼(株)  研究･開発センター 研究業務課係長 

淀江 勲   住友金属工業(株)  先進デザイン研究開発部 業務主任（総合職） 

清木 理   新日鐵住金ｽﾃﾝﾚｽ(株) 製造本部 設備部課長 

谷川 功   日立金属(株)    特殊鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ安来工場製鋼部 製鋼ｸﾞﾙｰﾌﾟ統括係長 

古野 重信  日立金属(株)    九州工場製造ｾﾝﾀｰ 製造ｸﾞﾙｰﾌﾟ製造係(溶解) 

 

(注)鉄鋼会社関係者のみ掲載 


