
先端材料技術協会「功績賞」受賞者一覧
年度 氏名 所属 表彰内容

井形 直弘 東京大学
中田 栄一 複合材料工学研究所
平井 恒夫 同志社大学
大蔵 明光 宇宙科学研究所
金原 勲 東京大学
宮野 靖 金沢工業大学
永井 健三 協会事務局
寺西 伸秀 エヌティ・アドコ 先端材料技術協会会長
前川 善一郎 京都工芸繊維大学 JISSE-4シンポジウム委員長

1996 該当者なし --- ---
1997 宮野 靖 金沢工業大学 JISSE-5シンポジウム委員長
1998 該当者なし --- ---

谷本 敏夫 湘南工科大学 JISSE-6シンポジウム委員長
丸岡 晶次 協会事務局 協会事務局長
宮本 昌幸 鉄道総合技術研究所 鉄道車両用材料研究会委員長

2000 大橋 延夫 JFEスチール 先端材料技術協会会長
片山 傳生 同志社大学 JISTES国際会議の運営実績
石川 隆司 航空宇宙技術研究所 JISSE-7シンポジウム委員長
佐藤 孝 佐藤IB研究所
福多 健二 つくば繊維技研
佐藤 公隆 日鐵テクノリサーチ
浜本 章 石川島播磨重工業
染谷 佳昭 横浜ゴム

2002 山口 泰弘 三菱重工業 複合材料入門セミナー委員長
濱田 泰以 同志社大学
武田 展雄 東京大学
長田 弘 東邦レーヨン 表彰委員長、財務委員長
飯塚 健治 飯塚テクノシステム JISTES, Tutorial主催、JEC等欧米技術・市場情報紹介
影山 和郎 東京大学 JISSE-9シンポジウム委員長
尾崎 毅志 三菱電機 例会委員長

2005 該当者なし --- ---
2006 金原 勲 東京大学 先端材料技術協会会長

武田 展雄 東京大学
八田博志 宇宙航空研究開発機構
篠原 正浩 舞鶴工業高等専門学校 JISTES、コンポジット委員会等企画・運営
久富 征夫 ディーアイシーヘクセル 国際会議・展示、常任委員会等運営
松井醇一 金沢工業大学 「SAMPE通信」の創設・発信
影山和郎 東京大学 JISSE-11シンポジウム委員長
轟　章 東京工業大学 JISSE-11プログラム委員長
鵜沢　潔 東京大学 JISSE-11・学生成形コンテスト委員長
木村　學 ジーエイチクラフト 例会委員長
木村耕三 大林組 建築・土木分野,複合材活用拡大化

2011 武田 展雄 東京大学 JISSE-12シンポジウム委員長
寺西 伸秀 エヌティ・アドコ
松井 醇一 金沢工業大学
岩井 作弥 東京テクノロジー

佐藤 公隆 テクノ🔹ピア
山根 正睦 東京大学
田中 和人 同志社大学
篠原 正浩 舞鶴工業高等専門学校
片山 傳生 同志社大学
倉谷 泰成 カド・コーポレーション
平井 恒夫 同志社大学
酒谷 芳秋 日本モールドシステム
松井 醇一 金沢工業大学
松尾 達樹 SCT-TEX
上野山 雅樹 帝人エンテック
石川 隆司 名古屋大学 会長およびJISSE-13シンポジウム委員長
石川 源 エーシーエム 展示委員会活性化

2009

2010

2012

炭素繊維開発の歴史編纂

JISTES成功・関西地区協会活動の活性化

2013

2008

1994

協会設立および運営基盤確立

1995

1999

2001

歴代例会委員長

2003
JISSE-8シンポジウム委員長

2004

2007
JISSE-10シンポジウム委員長
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山口 泰弘 KYC-Japan 副会長、元国際会議委員長、元企画委員長
岩堀 豊 宇宙航空研究開発機構 企画委員長
山根 正睦 名古屋大学 コンポジット委員長

佐藤 公隆 テクノ 🔹ピア 財務委員長

鵜沢　潔 金沢工業大学
仲井 朝美 岐阜大学
小笠原 和夫 複合材　技術コンサルタント航空機用複合材料実用化及びSAMPE講演会の功績
伊牟田 守 岐阜県研究開発財団 例会副委員長,JISSE-10,13シンポジウム委員
石川 源 エーシーエム 副会長
岩堀 豊 宇宙航空研究開発機構 JISSE-15シンポジウム委員長
田中 和人 同志社大学 JISTES2014, 2016成功、研究会活性化
鵜沢 潔 金沢工業大学 企画委員長,学生ブリッジコンテスト,学生派遣
河井 昌道 筑波大学 学生委員長
野口 元 HCMエンジニアリング 規則委員長

2018 大橋 延夫 JFEスチール 学生海外派遣, 海外学生受け入れ等
2019 横関　智弘 東京大学 JISSE-16シンポジウム委員長としての功績

青木 義男 日本大学 副会長として協会の発展に貢献
深川　仁 先進技術研究所 学生委員長として協会の発展に貢献

2021 上田政人 日本大学 JISSE-17シンポジウム委員長としての功績

2020

2014

2015
JISSE-14シンポジウム委員長

2016

2017


