
全国ステンレス流通協会連合会 

 
平成２８年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者に対する認定証授与式が、東京会場は

２月２日（木）鉄鋼会館（出席者 51名 合格者 70名）、大阪会場は２月９日（木）ホテ

ル阪急インターナショナル（出席者 44 名 合格者 60 名）において執り行なわれ、出席

されました合格者に東京会場は岸本則之 全国ステンレス流通協会連合会副会長より、大

阪会場は今井隆 全国ステンレス流通協会連合会会長より「ステンレス鋼販売技士認定証

書」と「ステンレス鋼販売技士認定証カード」が授与されました。 

また、成績優秀者に記念品が贈られました。 

 

【成績優秀者】 

 最優秀成績者（１名） 

        新日鐵住金ステンレス株式会社    宇治野 誠さん 

 優秀成績者 （７名） 

        新日鐵住金ステンレス株式会社      中谷 尚武さん 

        アズマックス株式会社        佐野  豪さん 

        株式会社ＵＥＸ           秋山 義憲さん 

株式会社ＵＥＸ           近藤 由香さん 

        伊藤忠丸紅特殊鋼株式会社      大後 誠一さん 

        岡谷薄板販売株式会社        村井 貞範さん 

        大和特殊鋼株式会社         今井 涼香さん 

         

【東京会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岸本 則之                吉村知記 

全国ステンレス流通協会連合会副会長の挨拶  ステンレス鋼販売技士検定委員長の挨拶 



授与式に出席された合格者の皆さん 

  岸本 則之 副会長より合格者一人一人に「ステンレス鋼販売技士認定証」を授与 



 

成績優秀者に記念品の授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格者を代表して答礼を述べる新日鐵住金ステンレス㈱ 宇治野 誠さん 

 



【東京会場懇親会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステンレス協会 常務理事 鵜澤 政晴様による乾杯 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売技士検定委員会 石松 陽一委員による中締め 

 

 



【大阪会場】 

 

今井 隆                  吉村 知記 

 全国ステンレス流通協会連合会会長の挨拶   ステンレス鋼販売技士検定委員長の挨拶 

 

 

授与式に出席された合格者の皆さん 



今井 隆 会長より合格者一人一人に「ステンレス鋼販売技士認定証書」を授与 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         優秀成績で表彰された皆さん 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格者を代表して答礼を述べる新日鐵住金ステンレス㈱ 中谷 尚武さん 

    

【大阪会場懇親会】 

                                     

 

佐伯 清孝 大阪ステンレス

流通協会副理事長による乾杯

の挨拶                   

 

 

 

 

 

平成２８年度ステンレス鋼販売技士検定試験に合格されました 

130 名の皆様 

！！おめでとう ございます！！ 
合格者リストは次ページに掲載しております。 



Ｎｏ1

（総　合）

連番 社　　　　　　　名 合格者氏名

1 アークハリマ株式会社 夏木　大輔

2 アークハリマ株式会社 栗田　大樹

3 アズマックス株式会社 佐野　豪

4 アラヤ特殊金属株式会社 古澤　太斗

5 株式会社アロイ 香川　貴志

6 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 吉岡　晋一

7 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 松本　一輝

8 伊藤忠丸紅特殊鋼株式会社 大後　誠一

9 伊藤忠丸紅特殊鋼株式会社 西野　綾祐

10 井上金属株式会社 髙橋　慶太

11 井上金属株式会社 中村　徹

12 井上金属株式会社 吉田　憲史

13 株式会社ＵＥＸ 秋山　義憲

14 株式会社ＵＥＸ 近藤　由香

15 ウメトク株式会社 橋口　秀人

16 ウメトク株式会社 石本　敬貴

17 株式会社永和 横田　学

18 ＮＳステンレス株式会社 村上　かおる

19 ＮＳステンレス株式会社 藤本　航平

20 ＮＳステンレス株式会社 浅井　秀則

21 ＭＩ万世ステンレス株式会社 山口　　隆

22 ＭＩ万世ステンレス株式会社 野口　直幸

23 ＭＳＳステンレスセンター株式会社 新井　貴志

24 オーエフ工業株式会社 谷川　和也

25 株式会社岡本正太郎商店 近藤　亘

26 岡谷薄板販売株式会社 久野　一郎

27 岡谷薄板販売株式会社 村井　貞範

28 岡谷薄板販売株式会社 近藤　宗利

29 岡谷薄板販売株式会社 荻村　紘平

30 兼松株式会社 稲吉　彩弓

31 キソメック株式会社 藤井　舜

32 株式会社ゴカ 中島　優

33 株式会社ゴカ 佐藤　裕紀

34 株式会社ゴガミ 北山　大輔

35 株式会社コマックス 沼倉　孝秀

36 株式会社コマックス 山﨑　和也

37 株式会社コマックス 大江　展進

38 株式会社コマックス 北池　勝也

39 株式会社サステック 大内　将太

40 株式会社サステック 大原　祥平

41 株式会社サステック 山中　大地

42 株式会社サステック 田端　一晶

43 株式会社サステック 大西　雅規

44 株式会社サステック東北 吉田　智昭

平成28年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト
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（総　合）

連番 社　　　　　　　名 合格者氏名

平成28年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

45 三興鋼材株式会社 石川　拓司

46 三信金属株式会社 吉川　学

47 ＪＦＥ商事株式会社 中川　寛人

48 ＪＦＥ商事株式会社 黒柳　陽祐

49 ＪＦＥスチール株式会社 陳　建清

50 信栄機鋼株式会社 梅木　文雄

51 信栄機鋼株式会社 菅原　瑞穂

52 信栄機鋼株式会社 小倉　美幸

53 信栄機鋼株式会社 花田　智加

54 新日鐵住金ステンレス株式会社 宇治野　誠

55 新日鐵住金ステンレス株式会社 中谷　尚武

56 鈴木治作株式会社 佐藤　夏樹

57 株式会社スチール 江口　　涼

58 ステンレス管機株式会社 宇野　晋弥

59 株式会社ステンレスワン 飯田　祐介

60 住友商事株式会社 松田　浩平

61 株式会社西鋼 池田　　準

62 株式会社西鋼 辻本　武司

63 太華工業株式会社 角井　顕人

64 大同興業株式会社 関根　大輔

65 大同興業株式会社 黄　俊嘉

66 太平工材株式会社 川西　省吾

67 太平工材株式会社 岡本　友行

68 大和特殊鋼株式会社 吉本　武司

69 大和特殊鋼株式会社 中嶒　綾美

70 大和特殊鋼株式会社 加悦　千温

71 大和特殊鋼株式会社 今井　涼香

72 宝ステンレス株式会社 宮島　岳士

73 田島スチール株式会社 米田　知浩

74 田島スチール株式会社 新田　郷司

75 辰巳屋興業株式会社 水谷　俊幸

76 月星商事株式会社 伊藤　甚

77 月星商事株式会社 西山　攻

78 月星商事株式会社 杉本　卓史

79 東邦金属株式会社 江端　大介

80 東洋特殊鋼業株式会社 松村　和弘

81 東洋特殊鋼業株式会社 平山　和美

82 トーステ株式会社 大橋　衛斗

83 ナガラ金属株式会社 田中　彰人

84 ナス物産株式会社 野末　直人

85 ナス物産株式会社 今澤　奈保子

86 ナス物産株式会社 松尾　直道

87 日金スチール株式会社 三浦　数浩

88 日金スチール株式会社 茂木　祐人
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（総　合）

連番 社　　　　　　　名 合格者氏名

平成28年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

89 日金スチール株式会社 松川　航太

90 日章アステック株式会社 澤井　典之

91 日章アステック株式会社 牛島　敬司

92 日新鋼業株式会社 坂本　健一

93 日新鋼業株式会社 関　　俊英

94 日豊産業株式会社 横尾　孝行

95 日豊産業株式会社 小澤　美則

96 日豊産業株式会社 髙岡　凡子

97 日本金属株式会社 三原　聖吾

98 野水鋼業株式会社 青木　クミ

99 野水鋼業株式会社 奥田　美砂子

100 野水鋼業株式会社 石川　勝也

101 阪和興業株式会社 中務　雄太

102 阪和工材株式会社 伊原　悠生

103 阪和工材株式会社 山口　洋司

104 阪和工材株式会社 江原　拓未

105 阪和工材株式会社 島村　隆志

106 藤田金属株式会社 飯野　幸平

107 藤田金屬株式会社 柴田　英昭

108 藤田金屬株式会社 清野　哲人

109 藤田金屬株式会社 並木　良枝

110 藤田金屬株式会社 江口　純哉

111 藤田金屬株式会社 五十嵐　清司

112 藤田金屬株式会社 中澤　拓也

113 株式会社プルータス 田中　慶太

114 株式会社プルータス 田中　友治

115 増屋株式会社 池田　圭将

116 増屋株式会社 倉林　昭光

117 増屋株式会社 佐伯　拓洋

118 三井物産スチール株式会社 坂井　悠亮

119 明道メタル株式会社 二木　誠司

120 明道メタル株式会社 清水　恭輔

121 株式会社メタルワン 豊島　佳彦

122 株式会社メタルワン 沓澤　勇貴

123 株式会社モーリレーザ 篠原　智和

124 モリ工業株式会社 北村　　圭

125 ヤマシンスチール株式会社 細尾　和正

126 豊産業株式会社 竹内　稔博

127 豫洲短板産業株式会社 香川　成利

128 豫洲短板産業株式会社 林　真吾

129 豫洲短板産業株式会社 久保　知弘

130 豫洲短板産業株式会社 岩橋　桃子
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