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2022.4.13 

一般社団法人 溶接学会 2022年度 第 90回 定時総会 

特定会員（特別員）、フェロー、各賞  受賞者 
 

特定会員（特別員）、各賞受賞者（溶接学会賞、溶接学会功績賞、溶接学会貢献賞、 

溶接学会業績賞、佐々木賞、田中亀久人賞、溶接学会論文賞・溶接学会論文奨励賞、 

溶接学術振興賞、妹島賞、溶接学会ベストオーサー賞、溶接学会技術貢献賞、溶接技術奨励賞、 

溶接技術普及賞、溶接学会研究発表賞、溶接学会シンポジウム賞、溶接学会奨学賞） 

フェロー認定 

 

（受賞者の詳細については学会誌７月号に掲載します）            （敬称略） 

 

特別員      秋山 哲也 君（あきやま てつや）（九州工業大学） 

         石出 孝 君（いしで たかし）（三菱重工業㈱） 

         田沼 吉伸 君（たぬま よしのぶ）(北海道科学大学) 

 

溶接学会業績賞 

「溶接の高能率化ならびに高靭化の研究開発」 

  小原 昌弘 君（おはら まさひろ）（愛媛大学） 

 

佐々木賞 

「各種溶接用シールドガスの開発と実用化、ならびに後進の指導・育成に貢献した功績」 

  佐藤 豊幸 君（さとう とよゆき）（大陽日酸㈱） 

「レーザ溶接を中心とした新溶接技術開発と実用化推進並びに後進の指導・育成に貢献した功

績」 

  山岡 弘人 君（やまおか ひろと）（㈱ＩＨＩ） 

 

田中亀久人賞   

「建築鉄骨向け低充填メタル系フラックス入りワイヤの開発」 

  齋藤 雅哉 君（さいとう まさや）、志村 竜一 君（しむら りゅういち）、笹木 聖人 君（さ

さき きよひと）、高山 力也 君（たかやま りきや）、岩上 友勝 君（いわかみ ともかつ）、

坂林 直樹 君（さかばやし なおき）（日鉄溶接工業㈱） 

 

溶接学会論文賞ならびに論文奨励賞 

 接学会論文賞 

「エレクトロスラグ溶接におけるスラグ浴内現象の観察」 

山崎 圭 君（やまざき けい）・浅野 涼 君（あさの りょう）・戸田 亮 君（とだ りょう）

・齋藤 康之 君（さいとう やすゆき）（神戸製鋼㈱）、茂田 正哉 君（しげた まさや）（東

北大学）、田中 学 君（たなか まなぶ）（大阪大学） 

 

「低推力負荷条件で摩擦スタッド接合するためのスタッド形状の検討と軟鋼継手の強度」 

木村 真晃 君（きむら まさあき）・日下 正広 君（くさか まさひろ）（兵庫県立大学） 

 

 溶接学会論文奨励賞 

「突合せ溶接時の溶接高温割れ防止技術に関する検討」 

前田 新太郎 君（まえだ しんたろう）（大阪大学） 

 

「二相ステンレス鋼溶接金属の耐孔食性と Cr欠乏層の関係」 

吉岡 優馬 君（よしおか ゆうま）（日鉄ステンレス㈱） 

 

溶接学術振興賞（支部長推薦） 

  冨田 正吾 君（とみだ しょうご）（北陸支部長推薦） 

  安西 敏雄 君（あんざい としお）（九州支部長推薦） 
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妹島賞  

  「電縫溶接部の低温靭性に優れる高周波電縫溶接プロセスの開発」 

   岡部 能知 君（おかべ たかとし）、伊木 聡 君（いぎ さとし）、田近 久和 君（たぢか ひ

さかず）、松井 穣 君（まついゆたか）（JFEスチール㈱） 

 

溶接学会ベストオーサー賞 

第 90巻 3号 

集まれエンジニア「関西国際空港連絡橋復旧工事」 

引口 学 君（ひきぐち まなぶ）（㈱ＩＨＩインフラシステム） 

 

第 90巻 8号 

レビュー＆トレンド「赤外線画像計測に基づく状態監視および非破壊検査技術」 

阪上 隆英 君（さかがみ たかひで）（神戸大学） 

 

溶接学会技術貢献賞 

「溶接構造物の耐破壊安全性向上に関する研究開発」 

   大川 鉄平 君（おおかわ てっぺい）（日本製鉄㈱） 

 

溶接技術奨励賞 

  北海道支部：齋藤 繁 君（さいとう しげる） 

  東北支部：推薦なし 

  東部支部：瀬渡 直樹 君（せと なおき）、樽井 大志 君 （たるい たいし） 

  東海支部：渡辺 吾朗 君（わたなべ ごろう） 

  北陸支部：推薦なし 

  関西支部：上園 敏郎 君（うえぞの としろう）、室 嘉浩 君（むろ よしひろ） 

  中国支部：日野 実 君（ひの まこと） 

  四国支部：中島 俊一 君（なかじま しゅんいち） 

  九州支部：上村 誠 君（うえむら まこと）、岡田 公一 君（おかだ こういち） 

 

溶接技術普及賞 

  北海道支部：岡田 昌樹 君（おかだ まさき） 

  東北支部：近内 幸夫 君（こんない ゆきお）、齊藤 修一 君（さいとう しゅういち） 

  東部支部：塚原 幸一 君（つかはら こういち） 

  東海支部：推薦なし 

  北陸支部：推薦なし 

  関西支部：杉野 道夫 君（すぎの みちお） 

  中国支部：草場 卓哉 君（くさば たくや） 

  四国支部：辰巳 圭一 君（たつみ けいいち） 

  九州支部：坂本 幸宏 君（さかもと ゆきひろ）、小林 秀稔 君（こばやし ひでとし） 

 

溶接学会全国大会優秀研究発表賞 

 2021年度 春季全国大会(オンデマンド方式によるオンライン開催) 

藤尾 駿平 君（ふじお しゅんぺい）、森田 花清 君（もりた かすみ）、 

井上 洋輝 君（いのうえ ひろき） 

 

 2021年度 秋季全国大会(オンデマンド方式によるオンライン開催) 

八島 聖 君（やしま たかし）、丸本 啓太 君（まるもと けいた）、 

植垣 亜廉 君（うえがき あれん）、太田 匡人 君（おおた まさと）、 

相原 巧 君（あいばら たくみ）、小野 進 君（おの すすむ） 
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溶接学会全国大会優秀ポスター発表賞(REMOによるオンライン開催) 

中村 陵馬 君（なかむら りょうま）、久保田 恭平 君（くぼた きょうへい） 

呂 志威 君（りょ しうえい）、山下 悠登 君（やました ゆうと） 

 

溶接学会シンポジウム賞 

Ｍate 2022シンポジウム賞 

  Mate 2022優秀論文賞  

「ストレッチャブル透明配線基板のウェットプロセス開発と生体電位計測応用」 

     荒木 徹平 君、植村 隆文 君、関谷 毅 君（大阪大学産業科学研究所） 

Mate 2022奨励賞  

「高分子添加剤で加工性を改善した金属援用エッチングによる Siの微細加工」 

    佐野 光雄 君（㈱東芝） 

「ナノポーラス Cuめっきによる Cu-Cu接合技術」 

    古山 大貴 君（三菱マテリアル㈱） 

 

 

溶接学会奨学賞 

  北海道支部：推薦なし 

  東北支部：鈴木 聖顕 君（すずき きよあき） 

  東部支部：遠山 史晃 君（とおやま ふみあき） 

  北陸支部：推薦なし 

  東海支部：西 貴之 君（にし たかゆき）、大竹 弘晃 君（おおたけ ひろあき） 

  関西支部：加藤 拓也 君（かとう たくや）、玉越 悠暉 君（たまこし ゆうき）、 

       久保田 恭平 君（くぼた きょうへい）、佐藤 祐理子 君（さとう ゆりこ）、 

       田中 靖人 君（たなか やすと）、米倉 真大 君（よねくら まさひろ） 

  中国支部：丸本 啓太 君（まるもと けいた） 

  四国支部：推薦なし 

  九州支部：田門 岳大 君（たもん たけひろ）、平山 響 君（ひらやま ひびき） 

 

 

 

溶接学会フェロー認定 

 

島貫 広志 君（しまぬき ひろし） 
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2021年度 特定会員（名誉員、特別員）審査委員・ 

各賞審査委員・フェロー選考委員 
（敬称略、委員は５０音順） 

 

 

名誉員推薦審査委員会 

 委員長 廣瀬明夫     委員 恵良哲生、北側彰一、才田一幸、清水弘之 

 

特別員選考委員会 

 委員長 山岡弘人     委員 井上裕滋、恵良哲生、清水弘之、田中学 

 

溶接学会賞審査委員会 

 委員長 廣瀬明夫     委員 石出孝、恵良哲生、田中学、山岡弘人 

 

溶接学会功績賞審査委員会 

 委員長 廣瀬明夫     委員 北側彰一、才田一幸、藤井英俊、藤本光生 

 

溶接学会貢献賞審査委員会 

 委員長 才田一幸     委員 石出孝、大丸成一、大畑充、山本元道 

 

溶接学会業績賞審査委員会 

 委員長 田中学      委員 浅井知、井上裕滋、北側彰一、田川哲哉 

 

佐々木賞審査委員会 

 委員長 北側彰一     委員 石出孝、小川和博、才田一幸、清水弘之 

 

田中亀久人賞審査委員会 

 委員長 清水弘之     委員 青山和浩、伊藤和博、坪井竜介、西村仁志 

 

溶接論文賞・溶接論文奨励賞審査委員会 

 委員長 才田一幸 

 委員  第１部門 中村照美、山根敏 

     第２部門 井上裕滋、平田弘征 

     第３部門 中谷光良、三上欣希 

第４部門 伊藤和博、荘司郁夫 

 

溶接学術振興賞審査委員会 

 委員長 山岡弘人     委員 伊木聡、佐藤裕、中村好男、藤井英俊 

 

妹島賞審査委員会 

 委員長 恵良哲生     委員 浅井知、田中学、藤井英俊、山岡弘人 

 

フェロー選考委員会 

 委員長 才田一幸 副委員長 藤井英俊 委員 伊木聡、伊藤和博、恵良哲生 

 

溶接学会技術貢献賞審査委員会 

 委員長 石出孝      委員 恵良哲生、岡本康寛、佐野智一、樽井大志 


