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歴 代 受 賞 者 

年度 功績賞 学会賞 
有功賞(1982～2001) 

奨励賞（2002年～） 
BP賞 技術賞 論文賞 受賞年 

1982  河合弘廸 

 

升田利史郎、尾崎邦宏 

土井正男 

   1983年 

 

1983  高柳素夫 J. L. White、岩田一良    1984年 

1984  梅屋 薫 松本孝芳    1985年 

1985  小野木重治 甘利武司、藤山光美    1986年 

1986  富田幸雄 足立桂一郎、橋本竹治    1987年 

1987  和田八三久 青木雄二    1988年 

1988  永澤 満 太田靖彦、橋爪慎治    1989年 

1989  深田栄一 亀井衛一、高橋秀郎    1990年 

1990  倉田道夫 小山清人    1991年 

1991  二宮和彦 薄井洋基    1992年 

1992  大柳 康 大坪泰文、高橋雅興    1993年 

1993  川端季雄 五十野善信、渡辺 宏    1994年 

1994  小高忠男 梅屋潤一郎、松岡孝明 

高原 淳 

   1995年 

1995  野田一郎 

 

佐々木直樹、瀧川敏算 渡辺雄一朗、田中敬二 

松本弘丈 

  1996年 

 

1996  升田利史郎 

 

四方俊幸、高橋良彰 

 

早川一郎、西岡昭博 

北出慎一 

（日本ペイント（株）） 

筒井晃一、小林敏勝 

西沢宏司、上野太三郎 

景山洋行 

（宇部興産（株）） 

 山本新治、佐藤 宏 

 石口康治、藤井一良 

 1997年 

  

 

1997  北尾敏男 

 

上田隆宣、滝本淳一 

鳴海敬倫 

 

木村 浩、丹羽宏和 

小椎尾謙 

 

（関西ペイント（株）） 

 佐々木良夫、藪田元志 

 中尾泰志、奥村保正 

 1998年 
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年度 功績賞 学会賞 
有功賞(1982～2001) 

奨励賞（2002年～） 
BP賞 技術賞 論文賞 受賞年 

1998  梶山千里 

 

佐藤尚弘、山根秀樹 

梶原稔尚 

 

里見倫明、外村卓也 

林 利香 

（川村理化学研究所） 

（*大日本インキ化学工業（株）） 

 磯田武信、堀米 操* 

大坪泰文、K. S. Hossain 1999年 

  

   

1999  上垣外修己 

 

八尾 滋、井上正志 

 

野村壮史、西村正樹 

成瀬雅則 

（積水化学工業（株）） 

 加計博志、藤井紀希 

 井上秀樹、大村貴宏 

南斎征夫、中 雄一 

 

2000年 

2000  尾崎邦宏 

 

新田晃平、堀米 操 

山本 智 

 

今井真一郎、河村幸伸 

横江泰幸 

（（株）東洋紡総合研究所） 

（東洋紡績（株）） 

 石原英昭、葭原 法、  

古谷哲朗 

岡本健三、山縣義文 

 

2001年 

2001 根本紀夫 

 

勝田啓子 

 

吉岡真弥、Howard SEE 

  

 

土屋温知、筒井和美 

広瀬裕二 

（（財）化学技術推進戦略機構） 

（（株）日本総合研究所） 

    青柳岳司、澤 史雄 

    本田 隆、佐々木誠 

佐伯 隆、四方俊幸 2002年 

2002 松本孝芳 土井正男 

 

谷口貴志、田中敬二 

 

山下恭弘、越智玲恵 

吉田友秀 

 田中克史、垣内崇孝 

 

2003年 

2003 青木雄二 森 教安 

 

河原成元、浦川 理 角谷英則、酒井敦史 

三木孝之 

（旭化成（株）） 

（*旭化成ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）） 

（**大阪大学工学部） 

 井上昭夫、府川伊三郎 

 笠  潮*、竹中重和* 

 古荘純次** 

青木雄二、堀米 操 

 

2004年 

2004 南齋征夫 

 

大坪泰文 

 

浦山健治 

 

酒井敦史、中村健二 （花王（株）） 

    名畑嘉之、槇 和男 

    山室穂高、小柳幸司 

 

玉井伸岳、中本理和子 2005年 

2005 増子 徹 

 

小山清人 増渕雄一、山本剛宏 

 

小笠原覚、小野陽介、 

立石洋平 

 柏原久彦、印出井努 2006年 
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年度 功績賞 学会賞 
有功賞(1982～2001) 

奨励賞（2002年～） 
BP賞 技術賞 論文賞 受賞年 

2006 長谷川富市 高橋雅興 巽 大輔 木村和樹、佐藤寛喜、 

間下 亮 

（（株）資生堂） 

那須昭夫、木村 朝、 秦 英夫 

     

大槻安彦、黒瀬 隆 2007年 

2007 西成勝好 五十野善信 杉本昌隆、小椎尾 謙 今市健太、堂本高士 

堀尾和史 

（三井化学(株)） 

川辺邦昭、宇於崎浩隆 

伊崎健晴 

高橋秀明  

Hong-Phuc Nguyen 

2008年 

 

 

2008  高橋良彰 堀中順一、西岡昭博 岩本達矢、村田尚紀 

柳澤伸明 

（清水建設株） 

（日本ペイント㈱) 

  堀江竜巳 

上田隆宣 

上林将史、唐澤政弘 2009年 

 

 

2009 薄井洋基 鳴海敬倫 赤堀敬一、羅 亮皓 澤 芳樹、向井夏彦 

宇野亜紀子 

（クラシエホームプロダクツ㈱） 

（日本ペイント㈱） 

  中川泰治 

  上田隆宣 

高取永一、増渕雄一 2010年 

2010  瀧川敏算 松宮由実 石綿友樹、山崎春菜、 

平本啓介、堀耕一郎 

 

津田武明、長島正幸、穴澤朝彦、 

長谷川富市 

田上秀一、中村綾野 2011年 

2011  渡辺 宏 藤井修治 前田綾香、川崎洋志、 

石川達也 

 

保田正範、倉内奈美、中村美希、 

平野太一、細田真妃子 

水落 優、津田武明 2012年 

2012  高原 淳 
Sathish K. Sukumaran 

玉野真司 

名嘉山祥也 

岩脇 寛、片島拓弥、 

下村信一朗 

 

 畝山多加志、松岡辰郎 2013年 
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年度 功績賞 学会賞 
有功賞(1982～2001) 

奨励賞（2002年～） 
BP賞 技術賞 論文賞 受賞年 

2013 土井正男 四方俊幸 川口大輔 伊藤雅利、小林秀雄、

土肥侑也、 

佐伯 隆、徳原慶二、 

松村敏男 

山本剛宏、Nono Darsono 2014年 

2014  梶原稔尚 野呂篤史 木田拓充、清島裕大、 

下河有司 

 中川泰治、名嘉山祥也 2015年 

2015  滝本淳一 牛田晃臣、春藤淳臣 青木美佳、大場矢登、 

小杉佑樹、永井芙茉 

大崎浩二、桑原一夫、田村英子、 

名畑嘉之、南部博美 

坂西裕一、高橋雅興 2016年 

2016 尾崎邦宏 折原宏 畝山多加志、日出間るり、 

松田靖弘 

小池裕貴、佐川直也、 

辰田咲奈 

桑村五郎、小椎尾謙、長谷川大輔、 

森田広一、山崎聡 

武田敬子、吉川克行 2017年 

2017  新田晃平 平野太一 磯田卓万、笹原一輝、 

土井悠、山西なお 

 髙取永一、高橋雅興 2018年 

2018  井上正志 酒井崇匡、陳 全 大西美優、岡田祐樹、 

佐藤健、竹部朝香、 

南沙央理 

津田武明、須藤通孝、水野春奈、 

伊藤真樹 

坂井徳幸、松宮由実 

 

2019年 

2019  酒井啓司 信川省吾 青山拓磨、古後拓朗、 

佐藤靖徳、平松崇文 

石田聡、川上晋也、久保聡宏 大場矢登、田仲玲奈 2020年 

2020 名畑嘉之 鈴木洋 眞弓皓一 2020 年度年会実施が

中止の為、該当者なし 

 岩田修一、中村浩 2021年 
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年度 功績賞 学会賞 
有功賞(1982～2001) 

奨励賞（2002年～） 
BP賞 技術賞 論文賞 受賞年 

2021   
 

榎本裕太、大角峻輔、 

河井俊也、北村仁哉、 

谷口拓郎、丹羽将徳 

   

 


