
全国ステンレス流通協会連合会 

 
 

令和４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７日（火）鉄鋼会館（出席者 55名 合格者 74名）、大阪会場は２月１０日（金）ホテ

ル阪急インターナショナル（出席者 59 名 合格者 72 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会長より、大阪

会場は青山雅雄 全国ステンレス流通協会連合会副会長より「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） 

        株式会社ＵＥＸ       黒崎 雅文さん 

         

 優秀成績者 （５名） 

        日本精線株式会社        杉田 雄大さん 

        日鉄ステンレス株式会社     加藤  然さん 

        吉川金属株式会社      海藤 洋平さん 

        大和特殊鋼株式会社     岩窪 小雪さん 

        太華工業株式会社      森本 経章さん 

【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会長の挨拶    ステンレス鋼販売技士検定委員長の挨拶 

   



「ステンレス鋼販売技士認定証」を授与 

 

 

合格者を代表して答礼を述べる㈱ＵＥＸ 黒崎 雅文さん 



 

【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 

                              

    

 



【大阪会場】 

   

青山 雅雄                  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 

 

 

 

 

「ステンレス鋼販売技士認定証」を授与 

 

  



 

合格者を代表して答礼を述べる太華工業㈱ 森本 経章さん 

 

 【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 



              

   

        平井 稔之 大阪ステンレス流通協会調査統計委員会副委員長による中締め 

 

 

 

 

 

令和４年度ステンレス鋼販売技士検定試験に合格されました 

146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。 
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（総　合）

連番 社　　　　　　　名 合格者氏名

1 愛知製鋼株式会社 日髙　達夫

2 青山特殊鋼株式会社 金野　晃治

3 アラヤ特殊金属株式会社 池村　麻弓

4 アラヤ特殊金属株式会社 井坂　颯利

5 アラヤ特殊金属株式会社 栗田　紘典

6 石原金属株式会社 岡田　晃次

7 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 小森　槙希子

8 株式会社イノウエ 油井原　健太

9 株式会社イノウエ 海老澤　慧

10 井上金属株式会社 丸山　一斗

11 井上金属株式会社 岡原　光希

12 井上金属株式会社 大隅　拓美

13 井上金属株式会社 海老原　悠太

14 株式会社ＵＥＸ 黒崎　雅文

15 株式会社ＵＥＸ 鈴木　靖孝

16 株式会社ＵＥＸ 久田　紫帆里

17 株式会社ＵＥＸ 長島　伸好

18 ＮＳステンレス株式会社 西村　直樹

19 ＮＳステンレス株式会社 通野　雄

20 ＮＳステンレス株式会社 山野　桐子

21 ＭＩ万世ステンレス株式会社 鍋島　佑介

22 ＭＳＳステンレスセンター株式会社 山口　和輝

23 岡谷鋼機株式会社 更谷　領大

24 株式会社関西金属工業所 二木　智大

25 株式会社関西金属工業所 垣谷　健太

26 株式会社関西ステンレスセンター 中出　周平

27 株式会社金太 瀬戸　清志

28 株式会社金太 徳本　誉

29 クリーンメタル株式会社 片岡　敦史

30 クリーンメタル株式会社 町田　宗之

31 株式会社ゴカ 根本　誠也

32 株式会社サステック 大平　健司

33 株式会社サステック 中川　雄斗

34 株式会社サステック 丸山　孝宏

35 株式会社サステック 斉藤　悠太

36 株式会社サステック 落合　将太

37 株式会社サステック 北村　翔

38 株式会社サステック 筒井　駿平

39 株式会社サステック東北 佐藤　恭

40 株式会社サステック東北 大森　淳平

41 株式会社三榮 山崎　将義

42 株式会社三榮 中野　瑠威

43 ＪＦＥ商事株式会社 横井　礼

令和4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

令和4年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

44 ＪＦＥ商事株式会社 仰木　輝人

45 ＪＦＥスチール株式会社 阿部　克磨

46 ＪＦＥスチール株式会社 加藤　大揮

47 信栄機鋼株式会社 矢野　亮

48 信栄機鋼株式会社 中川　まゆ子

49 信栄機鋼株式会社 小嶺　太樹

50 信栄機鋼株式会社 竹之内　孝輔

51 杉山金属株式会社 植田　真帆

52 鈴木治作株式会社 西岡　佑

53 鈴木治作株式会社 福田　力哉

54 鈴木治作株式会社 大山　武夫

55 鈴木治作株式会社 小池　智裕

56 鈴木治作株式会社 橋本　学

57 住商メタルワン鋼管株式会社 山田　誠一

58 住商メタルワン鋼管株式会社 山口　優一郎

59 住商メタルワン鋼管株式会社 太田　堅吉

60 住商メタルワン鋼管株式会社 西畑　賢

61 住商メタルワン鋼管株式会社 野田　恵

62 住商メタレックス株式会社 市川　啓真

63 株式会社西鋼 松本　皐太

64 精工産業株式会社 森　隼人

65 太華工業株式会社 宮川　和幸

66 太華工業株式会社 森本　経章

67 太華工業株式会社 南　僚一

68 太華工業株式会社 今元　健太

69 太平工材株式会社 田口　耀平

70 大和特殊鋼株式会社 岩窪　小雪

71 大和特殊鋼株式会社 大山口　夏美

72 大和特殊鋼株式会社 片山　沙耶

73 大和特殊鋼株式会社 楊　馨瑶

74 大和特殊鋼株式会社 早川　舞

75 タカサゴスチール株式会社 住吉　光紀

76 月星商事株式会社 池田　匠太

77 月星商事株式会社 佐藤　貴一

78 敦井産業株式会社 加藤　遼多郎

79 東京金商株式会社 松田　諒

80 東京金商株式会社 髙島　崇透

81 東京ステンレス研磨興業株式会社 井田　純治

82 東京ステンレス研磨興業株式会社 門　京平

83 東京ステンレス研磨興業株式会社 浦　洋紀

84 東洋金属株式会社 岩本　主在

85 東洋金属株式会社 小金澤　知永

86 トーステ株式会社 山下　大樹
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連番 社　　　　　　　名 合格者氏名

令和4年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

87 トーステ株式会社 眞柄　優奈

88 トーステ株式会社 鎌田　紗里那

89 トーステ株式会社 加藤　拓磨

90 ナス鋼帯株式会社 柴田　秀斗

91 ナス物産株式会社 酒井　亮祐

92 ナス物産株式会社 安房　健太

93 ナス物産株式会社 田村　優樹

94 ナス物産株式会社 小川　竜司

95 ナス物産株式会社 碇谷　直樹

96 ナス物産株式会社 須藤　圭介

97 日鋼ステンレス株式会社 影山　誠一郎

98 株式会社ニッコー 小笠原　由季

99 日鉄ステンレス株式会社 加藤　然

100 日鉄ステンレス株式会社 山口　宗真

101 日鉄ステンレス株式会社 萩原　康弘

102 日鉄ステンレス株式会社 林　直樹

103 日鉄ステンレス株式会社 岩品　貴大

104 日鉄ステンレス株式会社 湯　夢翔

105 日豊産業株式会社 山本　恭仙

106 日豊産業株式会社 馬場　直也

107 日本金属株式会社 川﨑　凌

108 日本金属株式会社 末光　玲子

109 日本ステンレス加工株式会社 加藤　要

110 日本精線株式会社 杉田　雄大

111 日本精線株式会社 新田　征男

112 日本精線株式会社 森本　慎也

113 日本精線株式会社 澤井　啓紀

114 野水鋼業株式会社 永原　裕子

115 野水鋼業株式会社 馬場　貴弘

116 白銅株式会社 柴田　有之

117 白銅株式会社 石井　慧

118 株式会社阪神メタリックス 木全　解

119 阪和興業株式会社 山内　佑真

120 阪和工材株式会社 老田　竜司

121 阪和工材株式会社 山下　祥平

122 阪和工材株式会社 竹内　勇介

123 藤田金属株式会社 松丸　賢伍

124 双葉ステンレス工業株式会社 岡野　恭実

125 株式会社プルータス 三膳　康裕

126 株式会社堀田ハガネ 藤本　りさ子

127 本間鋼業株式会社 本間　超

128 増屋株式会社 乾　淳

129 マツオメタル株式会社 二宮　陽志
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連番 社　　　　　　　名 合格者氏名

令和4年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

130 明道メタル株式会社 金　妍優

131 明道メタル株式会社 大野　洋幸

132 メタルテック株式会社 深沢　亮平

133 モリ工業株式会社 岡本　信太郎

134 モリ工業株式会社 田中　洋祐

135 モリ工業株式会社 丸山　敦也

136 山中産業株式会社 尾﨑　伸尚

137 吉川金属株式会社 高橋　晃太

138 吉川金属株式会社 海藤　洋平

139 吉川金属株式会社 浅古　国泰

140 リンタツ株式会社 成田　陽一

141 リンタツ株式会社 佐藤　大

142 リンタツ株式会社 木伏　健太

143 リンタツ株式会社 田口　昂大

144 リンタツ株式会社 中島　諒

145 リンタツ株式会社 中村　翔太

146 リンタツ株式会社 石附　大真
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