
日本溶接協会 

業績賞受賞者一覧 
 

回 年度 氏 名 所 属 

第 24 回 

（第 1 回） 
1993 

佐藤 次彦 大阪工業大学 教授 

田村 博 東京工業大学 名誉教授、日本大学 教授 

成田 圀郎 元日本鋼管(株) 

水野 政夫 京都大学 名誉教授 

第 25 回 

（第 2 回） 
1994 

小池 義夫 小池酸素工業(株) 会長 

五代 友和 元 (株)神戸製鋼所 

中尾 嘉邦 元 大阪大学 

中西 實 元 (株)田中製作所 

第 26 回 

（第 3 回） 
1995 

近藤 明 愛媛大学 名誉教授 

土肥 修 北海道大学 名誉教授 

冨田 眞巳 三浦工業(株) 顧問 

柴田 泰 片山ストラテック(株) 相談役 

第 27 回 

（第 4 回） 
1996 

吉田 亨 名城大学 教授 

永井 欣一 広島大学 名誉教授 

中村 隆次 元 (株)電元社製作所 

栗林 十四正 元 神奈川県工業試験場 

第 28 回 

（第 5 回） 
1997 

秋園 幸一 徳島文理大学 工学部長 

石黒 隆義 元 富山大学 

八里 陞一 (株)田中製作所 

第 29 回 

（第 6 回） 
1998 

伊藤 慶典 元 住友金属工業(株) 

小川 清六 元 大阪産業大学 

柴田 拓二 北海道大学 名誉教授、北海道工業大学 学長 

藤本 盛久 東京工業大学 名誉教授、神奈川大学 理事長 

第 30 回 

（第 7 回） 
1999 

岩田 光正 広島大学 教授 

野村 博一 日本鋼管工事(株) 技監 

松本 正巳 (株)巴技研 顧問 

迎 静雄 
九州工業大学 名誉教授 

北九州テクノセンター 社長 

第 31 回 

（第 8 回） 
2000 

井町 正樹 福井大学工学部 材料開発工学科 

細川 一夫 石川工業高等専門学校 機械工学科 

山口 裕 産業生態研究所 

吉田 宏一郎 東海大学 教授、東京大学 名誉教授 

第 32 回 

（第 9 回） 
2001 

應和 俊雄 (株)テクノパシフィック 代表取締役 

中村 治方 (財)発電設備技術検査協会 研究特任参与 

  



回 年度 氏 名 所 属 

第 33 回 

（第 10 回） 
2002 

朝田 泰英 東京大学 名誉教授 

松本 長 高菱エンジニアリング(株) 

矢島 浩 長崎総合科学大学 教授 

町田 進 東京大学 名誉教授 

第 34 回 

（第 11 回） 
2003 

桑名 武 東北大学 名誉教授 

玉置 維昭 三重大学 名誉教授 

向井 喜彦 大阪産業大学 教授 

第 35 回 

（第 12 回） 
2004 

青木 博文 横浜国立大学 教授 

島田 博夫 コベルコ建機(株) 代表取締役社長 

堀川 浩甫 大阪大学 名誉教授 

矢川 元基 東洋大学 教授、東京大学 名誉教授 

第 36 回 

（第 13 回） 
2005 

黄地 尚義 大阪大学 教授 

加藤 光昭 九州工業大学 教授 

冨田 康光 京都職業能力開発短期大学校 校長 

第 37 回 

（第 14 回） 
2006 

入江 宏定 (財)日本溶接技術センター 会長 

牛尾 誠夫 産業技術短期大学 学長 

大嶋 健司 埼玉大学 名誉教授 

第 38 回 

（第 15 回） 
2007 

鵜飼 隆好 愛知工業大学 教授 

大岡 紀一 元 日本原子力研究所 

金井 昭男 元 神奈川県産業技術総合研究所 

小池 康雄 小池酸素工業(株) 会長 

小見山 輝彦 元 日本鋼管(株) 

第 39 回 

（第 16 回） 
2008 

大城 桂作 大分工業高等専門学校 校長 

田中 潔 (財)富山県新世紀産業機構 産学官連携推進センター長 

豊貞 雅宏 九州大学 名誉教授 

樋口 洵 (株)ＩＨＩテクノソリューションズ 

第 40 回 

（第 17 回） 
2009 

藍田 勲 コベルコクレーン(株) 代表取締役社長 

荒木 孝雄 愛媛大学 名誉教授 

小林 紘二郎 (財)若狭湾エネルギー研究センター 所長 

小林 英男 東京工業大学 名誉教授、横浜国立大学 客員教授 

第 41 回 

（第 18 回） 
2010 

井手 興彦 日酸ＴＡＮＡＫＡ(株) 取締役相談役 

平山 一男 元 大阪産業大学 教授 

百合岡 信孝 元 新日本製鐵(株)、大阪大学 招聘教授 

和田 宏一 元 近畿大学 

第 42 回 

（第 19 回） 
2011 

沓名 宗春 (株)最新レーザ技術研究センター、光産業創成大学院大学 特任教授 

篠田 剛 元 名古屋大学、光生アルミニューム工業(株) 

田上 道弘 秋田大学 名誉教授 

柘植 綾夫 芝浦工業大学 学長 

  



回 年度 氏 名 所 属 

第 43 回 

（第 20 回） 
2012 

神山 宣彦 東洋大学 教授 

竹本 正 大阪大学 接合科学研究所 特任教授 

中山 繁 元 川崎重工業(株) 

西川 孝夫 首都大学東京 名誉教授 

西本 和俊 大阪大学 名誉教授、福井工業大学 教授 

第 44 回 

（第 21 回） 
2013 

小笠原 仁夫 元 日鐵住金溶接工業(株) 

尾上 久浩 元 三菱重工業(株) 

春日井 孝昌 元 芝浦工業大学 

廣瀬 衛 元 三菱重工業(株) 

吉田 和宏 日酸ＴＡＮＡＫＡ(株) 相談役 

第 45 回 

（第 22 回） 
2014 

小池 哲夫 小池酸素工業(株) 代表取締役会長 

西尾 一政 西日本工業大学 学長、九州工業大学 名誉教授 

萩原 行人 元 上智大学 

松山 格 元 東京都立工業技術センター 

第 46 回 

（第 23 回） 
2015 

赤秀 公造 元 川崎製鉄(株) 

粕谷 強 (株)神鋼環境ソリューション 代表取締役社長 

酒井 洋輔 北海道大学 名誉教授 

寺崎 俊夫 九州工業大学 名誉教授 

名古屋 俊士 早稲田大学 理工学部 環境資源工学科 教授 

第 47 回 

（第 24 回） 
2016 

浦谷 良美 元 三菱重工業(株) 

恵良 秀則 九州工業大学 教授 

佐藤 武彦 大阪大学 大学院 工学研究科 ﾋﾞｼﾞﾈｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ専攻 特任教授 

竹下 晋正 福井大学 教授 

松山 欽一 Smart Welding Technologies 

第 48 回 

（第 25 回） 
2017 

片山 聖二 大阪大学 名誉教授 

粉川 博之 東北大学 名誉教授 

中込 忠男 信州大学 名誉教授 

中田 一博 大阪大学 名誉教授 

平田 好則 大阪大学 名誉教授 未来戦略機構第一部門 特任教授 

第 49 回 

（第 26 回） 
2018 

小溝 裕一 大阪大学 名誉教授 

菅谷 裕司 日本溶接協会 参与 

鈴木 実平 三重大学 名誉教授 

三田 常夫 大阪大学 招聘教授 

横田 修 小池酸素工業(株) 

第 50 回 

（第 27 回） 
2019 

小原 昌弘 愛媛大学 教授 

篠﨑 賢二 呉工業高等専門学校 校長 

高野 元太 三陽テクノサービス(株) 顧問 

谷野 正幸 日酸ＴＡＮＡＫＡ(株) 相談役 

  



回 年度 氏 名 所 属 

第 51 回 

（第 28 回） 
2020 

秋山 哲也 九州工業大学 教授 

藤本 公三 大阪大学 名誉教授 

南 二三吉 大阪大学 名誉教授 

谷中 幸司 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) 

第 52 回 

（第 29 回） 
2021 

田沼 吉伸 北海道科学大学 名誉教授 

中村 満 岩手大学 名誉教授 

廣瀬 明夫 大阪大学 名誉教授 

米森 昭夫 全国鐵構工業協会 会長 

※ 敬称略 所属等は受賞時点のものです 

 


