
液体クロマトグラフィー分析士初段として登録された方  々

 

LC分析士初段第01193号 西口 達也 (株)コーシンサービス 

LC分析士初段第01194号 小塩 裕司 クリアウォーター 

OSAKA(株) 

LC分析士初段第01195号   

LC分析士初段第01196号 今福 匡司 熊本大学薬学教育部 

LC分析士初段第01197号 関 俊夫  (株)ニチユ・テクノ 

LC分析士初段第01198号 池田 真由美 徳島大学 

LC分析士初段第01199号 金原 佑樹 ニプロファーマ(株) 

LC分析士初段第01200号 栗原 佳那 ニプロファーマ(株) 

LC分析士初段第01201号 松本 大輝 ニプロファーマ(株) 

LC分析士初段第01202号 田中 景子 全星薬品工業(株) 

LC分析士初段第01203号 松本 貴裕 日本農薬(株) 

LC分析士初段第01204号 森 裕一朗  

LC分析士初段第01205号 入江 広史 アルフレッサファーマ(株) 

LC分析士初段第01206号 横川 千尋 アルフレッサファーマ(株) 

LC分析士初段第01207号 大塚 迅人  

LC分析士初段第01208号 竹内 弘明 長岡香料(株) 

LC分析士初段第01209号 牧野 堅人 京都薬品工業(株) 

LC分析士初段第01210号 松本 康平 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01211号 中内 佑亮 大鵬薬品工業(株) 

LC分析士初段第01212号 矢内 千恵子 (株)デンソー 

LC分析士初段第01213号 小川 誠也 日本ケミファ(株) 

LC分析士初段第01214号 奥本 泰秀  

LC分析士初段第01215号 西野 浩輔  

LC分析士初段第01216号 仁科 勇作 (株)新日本科学 

LC分析士初段第01217号 竹原 祥元 ニプロファーマ(株) 

LC分析士初段第01218号 板原 一樹 ニプロファーマ(株) 

LC分析士初段第01219号 熊谷 誠人 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01220号 曽村 岳郁 (株)VSN 

LC分析士初段第01221号 松井 香  東和薬品(株) 

LC分析士初段第01222号 宇都宮 仁奈  

LC分析士初段第01223号 増田 有紗 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01224号 市脇 翔平 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01225号 五百磐 徹 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01226号 小林 恵理 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01227号 吉田 奈美子 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01228号 横井 弘和 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01229号 島崎 裕紀 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC分析士初段第01230号 中嶋 康介  

LC分析士初段第01231号 黒川 優  東和薬品(株) 

LC分析士初段第01232号 阪田 彬裕 住友化学(株) 

LC分析士初段第01233号 小川原 美乃里 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01234号 岩本 裕貴 東和薬品(株) 

LC分析士初段第01235号 小寺澤 功明  

LC分析士初段第01236号 関 裕子  (株)サンプラネット 

LC分析士初段第01237号 繁原 敬浩 (株)ワールドインテック 

LC分析士初段第01238号 佐藤 友佳 EPS(株) 

LC分析士初段第01239号 正岡 敬佑  

LC分析士初段第01240号 笹村 智司 大鵬薬品工業(株) 

LC分析士初段第01241号 昆 亮輔  和光純薬工業(株) 

LC分析士初段第01242号 高浪 雄一郎  

LC分析士初段第01243号 吉田 麻里子 (株)ワールドインテック 

LC分析士初段第01244号 秋冨 華子 (国研)農業・食品産業 

技術総合研究機構 

LC分析士初段第01245号 小幡 桂子  

LC分析士初段第01246号 中村 建彦 純正化学(株) 

LC分析士初段第01247号 関 奈津紀 (株)ワールドインテック 

LC分析士初段第01248号 長畑 義教 (株)エスアールエル 

LC分析士初段第01249号 西村 紗希  

LC分析士初段第01250号 先山 遼平 ニプロファーマ(株) 

LC分析士初段第01251号 岡本 裕樹  

LC分析士初段第01252号 中村 有紀子 (株)エスアールエル 

LC分析士初段第01253号   

LC分析士初段第01254号 平山 節子 (株)エスアールエル 

LC分析士初段第01255号 高橋 実和子 (株)エスアールエル 

LC分析士初段第01256号 吉成 友貴  

LC分析士初段第01257号 高佐 朋代 富士フイルム(株) 

LC分析士初段第01258号 木村 隼也 日本ケミファ(株) 

LC分析士初段第01259号 岡田 摩耶  

LC分析士初段第01260号 大福 恵子 (株)エスアールエル 

LC分析士初段第01261号 峰岸 綾  

LC分析士初段第01262号 仁科 佳吾  

LC分析士初段第01263号 梅原 秀介 武州製薬(株) 

LC分析士初段第01264号 中西 智子 アステラスリサーチ 

テクノロジー(株) 

LC分析士初段第01265号 髙梨 絵里  

LC分析士初段第01266号 後藤 佑佳 (株)テクノプロ 

LC分析士初段第01267号 茂木 智博 日本分光(株) 

LC分析士初段第01268号 吉田 健吾 日本分光(株) 

LC分析士初段第01269号 亀澤 一寿 日本分光(株) 

LC分析士初段第01270号 植松 一紘 日本ケミファ(株) 

LC分析士初段第01271号 三村 祐磨 クリタ分析センター(株) 

LC分析士初段第01272号 大熊 奈美 広栄化学工業(株) 

LC分析士初段第01273号 鹿内 大輔 旭化成ファーマ(株) 

LC分析士初段第01274号 久保谷 恵  

LC分析士初段第01275号 水田 俊男 日本ケミファ(株) 

LC分析士初段第01276号 酒井 雄大  

LC分析士初段第01277号 関野 禎  中部科学機器(株) 

LC分析士初段第01278号 齋藤 里絵 日本ケミファ(株) 

LC分析士初段第01279号 江田 康拓 日本ケミファ(株) 

LC分析士初段第01280号 奈木野 勇生 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC分析士初段第01281号 髙橋 契匠 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC分析士初段第01282号 枝村 圭祐 ニプロ(株) 

LC分析士初段第01283号 中辻 佑強 日本ケミファ(株) 

LC分析士初段第01284号 芦田 紘子 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC分析士初段第01285号 石谷 悠  (株)ビー・エム・エル 

LC分析士初段第01286号 工藤 広史  

LC分析士初段第01287号 野田 莉帆 アジレント・ 

テクノロジー(株) 

LC分析士初段第01288号 鳥谷部 悠 生化学工業(株) 

LC分析士初段第01289号 及川 千恵 (株)ハウス食品分析 

テクノサービス 



LC分析士初段第01290号 神野 大  (株)資生堂 

LC分析士初段第01291号 戸邉 慈英 小野薬品工業(株) 

LC分析士初段第01292号 大塚 克弘 (株)総合環境分析 

LC分析士初段第01293号 小林 祐貴 (株)エル・エス 

コーポレーション 

LC分析士初段第01294号 吉田 祥一 港区みなと保健所 

LC分析士初段第01295号 佐藤 香代子 ホクサン(株) 

LC分析士初段第01296号 長瀬 健一 慶應義塾大学薬学部 

LC分析士初段第01297号 大島 秀夫  

LC分析士初段第01298号 永沼 京  (株)ビー・エム・エル 

LC分析士初段第01299号 鶴本 智大 日亜化学工業(株) 

LC分析士初段第01300号 三澤 翔  王子ホールディングス(株) 

LC分析士初段第01301号 藤嶋 綾加  

LC分析士初段第01302号 高口 勝  (株)GSユアサ 

LC分析士初段第01303号 三次 博之 長谷川香料(株) 

LC分析士初段第01304号 中山 久之 長崎県農林技術 

開発センター 

LC分析士初段第01305号 渡部 貴裕 三菱ケミカルアクア・ 

ソリューションズ(株) 

LC分析士初段第01306号 久保 満  鹿児島県水産技術 

開発センター 

LC分析士初段第01307号 檜枝 愛美 九州大学理学府 

LC分析士初段第01308号 秋田 健行 九州大学大学院 

薬学研究院 

LC分析士初段第01309号 高橋 美帆 九州大学大学院薬学府 

LC分析士初段第01310号 大塚 瑞希 三菱重工業(株) 

LC分析士初段第01311号 川口 翼  

LC分析士初段第01312号 松尾 衣子 三井金属鉱業(株) 

LC分析士初段第01313号 堤 かおり 祐徳薬品工業(株) 

LC分析士初段第01314号 吉田 あすみ 九州大学大学院薬学府 

LC分析士初段第01315号 趙 冰  九州大学大学院薬学府 

LC分析士初段第01316号 上村 将平 九州大学薬学部 

LC分析士初段第01317号 濱野 桃子 九州大学大学院 

生物資源環境科学府 

LC分析士初段第01318号 美藤 麻里子  

LC分析士初段第01319号 青木 美季 (株)東レリサーチセンター 

LC分析士初段第01320号 石井 千明 (株)同仁化学研究所 

LC分析士初段第01321号 大山 真由美  

LC分析士初段第01322号   

LC分析士初段第01323号 荒井 一郎 三新化学工業(株) 

LC分析士初段第01324号 戸枝 拓大 川澄化学工業(株) 

LC分析士初段第01325号 謝 金玲  九州大学大学院薬学府 

LC分析士初段第01326号 岩下 裕美 九州大学大学院薬学府 

LC分析士初段第01327号 藤村 大樹 (株)島津製作所 

LC分析士初段第01328号 川上 祐美 (株)キューサイ分析研究所 

LC分析士初段第01329号 磯本 淳貴 旭化成(株) 

LC分析士初段第01330号 鈴木 智美 旭化成(株) 

 

液体クロマトグラフィー分析士二段として登録された方  々

 

LC分析士二段第00368号 内ヶ島 愛梨 共同印刷(株) 

LC分析士二段第00369号 木竹 貴子 小太郎漢方製薬(株) 

LC分析士二段第00370号 豊田 耕司 (株)ミルボン 

LC分析士二段第00371号 宇佐美 洋介 住鉱潤滑剤(株) 

LC分析士二段第00372号 中本 愛美 (株)ミルボン 

LC分析士二段第00373号 牛久 純  サントリースピリッツ(株) 

LC分析士二段第00374号 山田 裕子 (株)ファンケル 

LC分析士二段第00375号 宍倉 千穂 星光PMC(株) 

LC分析士二段第00376号 木戸 篤志 (株)島津アクセス 

LC分析士二段第00377号 村上 祐子 出光興産(株) 

LC分析士二段第00378号   

LC分析士二段第00379号 柿田 穣  エーザイ(株) 

LC分析士二段第00380号 小圷 明子 アステラス製薬(株) 

LC分析士二段第00381号 吉田 早穂 (株)ミルボン 

LC分析士二段第00382号 大沼 恵  ゼリア新薬工業(株) 

LC分析士二段第00383号 坂下 敦  田辺製薬吉城工場(株) 

LC分析士二段第00384号 坂 真智子 (一財)残留農薬研究所 

LC分析士二段第00385号 田村 優樹 日本ゼオン(株) 

LC分析士二段第00386号 沼口 惇  東京化成工業(株) 

LC分析士二段第00387号 伊藤 伸郎 (株)ディーエイチシー 

LC分析士二段第00388号 落合 亮子 (株)エスアールエル 

LC分析士二段第00389号 中本 有美 第一三共(株) 

LC分析士二段第00390号 今井 なぎさ イーピーエス(株) 

LC分析士二段第00391号 岩﨑 大剛 丸善製薬(株) 

LC分析士二段第00392号 丹羽 宏之 (株)島津製作所 

LC分析士二段第00393号 佐々木 正倫  

LC分析士二段第00394号 恩川 立基 栗田工業(株) 

LC分析士二段第00395号 成田 美穂 中外製薬工業(株) 

LC分析士二段第00396号 山本 慎也 アジレント・ 

テクノロジー(株) 

LC分析士二段第00397号 内海 貝  Restek 

LC分析士二段第00398号 小川 未緒 (株)エスアールエル 

LC分析士二段第00399号 臼井 正哉 (国研)理化学研究所 

LC分析士二段第00400号 岡本 真美 (国研)理化学研究所 

LC分析士二段第00401号 市川 将太 (株)イナリサーチ 

LC分析士二段第00402号 黒田 涼子 出光興産(株) 

LC分析士二段第00403号 竹林 裕美子 (国研)理化学研究所 

LC分析士二段第00404号 阿部 剛  (公財)日本分析センター 

LC分析士二段第00405号 吉仲 塩子  

LC分析士二段第00406号 楢木 洋子 ゼリア新薬工業(株) 

LC分析士二段第00407号 倉部 隼  高砂香料工業(株) 

LC分析士二段第00408号 後藤 徳仁 旭化成ファーマ(株) 

LC分析士二段第00409号 山本 絵美子 東レテクノ(株) 

LC分析士二段第00410号 島田 将義 CBC(株) 

LC分析士二段第00411号 三輪 俊夫 (株)島津ジーエルシー 

 

液体クロマトグラフィー分析士三段として登録された方  々

 

LC分析士三段第00060号 戸谷 昭善  

LC分析士三段第00061号 岡﨑 昌裕 武州製薬(株) 

LC分析士三段第00062号 嶋崎 友美 日立化成テクノサービス(株) 

LC分析士三段第00063号 榎本 幹司 栗田工業(株) 

LC分析士三段第00064号 浅野 真吾 東レ(株) 

LC分析士三段第00065号 加藤 尚志 バイオタージ・ジャパン(株) 

LC分析士三段第00066号 寺田 明孝 日本分光(株) 

LC分析士三段第00067号 木下 恵介  

LC分析士三段第00068号   

LC分析士三段第00069号 槌谷 友里 ニプロ(株) 



LC分析士三段第00070号 中西 利公 東洋濾紙(株)) 

 

液体クロマトグラフィー分析士四段として登録された方  々

 

LC分析士四段第00009号 鈴木 幸治 ジーエルサイエンス(株) 

LC分析士四段第00010号 渡邊 京子 (株)島津製作所 

 

液体クロマトグラフィー分析士五段として登録された方  々

 

LC分析士五段第00003号 伊藤 誠治 東ソー(株)  

 

LC/MS分析士初段として登録された方  々

 

LC/MS分析士初段第00491号 後藤 佳奈 ニプロファーマ(株) 

LC/MS分析士初段第00492号 小塩 裕司 クリアウォーター 

OSAKA(株) 

LC/MS分析士初段第00493号 芦田 紘子 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC/MS分析士初段第00494号 牛久 純 サントリースピリッツ(株) 

LC/MS分析士初段第00495号 横山 智紀 生化学工業(株) 

LC/MS分析士初段第00496号 鹿内 大輔 旭化成ファーマ(株) 

LC/MS分析士初段第00497号 島崎 裕紀 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC/MS分析士初段第00498号 田中 文菜 東洋合成工業(株) 

LC/MS分析士初段第00499号 奈木野勇生 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC/MS分析士初段第00500号 比企 麻子 生活クラブ連合会検査室 

LC/MS分析士初段第00501号 加藤 美希 キユーピー(株) 

LC/MS分析士初段第00502号 髙梨めぐみ (株)島津製作所 

LC/MS分析士初段第00503号 三宅 里佳 大阪大学基礎工学部 

LC/MS分析士初段第00504号 白石万由子 サーモフィッシャー 

サイエンティフィック(株) 

LC/MS分析士初段第00505号 永野 圭哉 住化ポリカーボネート(株) 

LC/MS分析士初段第00506号 八坂 栄次 荒川化学工業(株) 

LC/MS分析士初段第00507号 松本 貴裕 日本農薬(株) 

LC/MS分析士初段第00508号 塩川つぐみ 岡山大学自然生命科学 

研究支援センター 

LC/MS分析士初段第00509号 大西 元樹  

LC/MS分析士初段第00510号 中嶋 康介 (株)島津製作所 

LC/MS分析士初段第00511号 池田真由美 徳島大学薬科学教育部 

LC/MS分析士初段第00512号 今福 匡司 熊本大学大学院 

薬学教育部 

LC/MS分析士初段第00513号 櫻井 翔 和歌山県立医科大学 

LC/MS分析士初段第00514号 福田 卓 (株)新日本科学 

LC/MS分析士初段第00515号 山崎 大 (株)新日本科学 

LC/MS分析士初段第00516号 森 朗雅 (株)新日本科学 

LC/MS分析士初段第00517号 加藤 法弘 (株)ジーンデザイン 

LC/MS分析士初段第00518号 畑 勝友  

LC/MS分析士初段第00519号 仁科 勇作 (株)新日本科学 

LC/MS分析士初段第00520号 上地 正人 日本分光(株) 

LC/MS分析士初段第00521号 森 裕一朗  

LC/MS分析士初段第00522号 鈴木 理恵 科研製薬(株) 

LC/MS分析士初段第00523号 中野扶佐子 丸善製薬(株) 

LC/MS分析士初段第00524号 竹本真悠子 (株)ダスキン 

LC/MS分析士初段第00525号 神藤 浩平  

LC/MS分析士初段第00526号 長橋 大樹 石原産業(株) 

LC/MS分析士初段第00527号 沼口 惇 東京化成工業(株) 

LC/MS分析士初段第00528号 佐々木淑恵  

LC/MS分析士初段第00529号 仲島日出男 埼玉県産業技術 

総合センター 

LC/MS分析士初段第00530号 井原 雄太 (株)テクノプロ 

LC/MS分析士初段第00531号 進藤 卓弥 静岡県立大学 

LC/MS分析士初段第00532号 戸曽 将和 日鉄住金環境(株) 

LC/MS分析士初段第00533号 柿山 喬 味の素(株) 

LC/MS分析士初段第00534号 馬場 淳也 栗田工業(株) 

LC/MS分析士初段第00535号 中村 理恵 (株)ツムラ 

LC/MS分析士初段第00536号 柴田 和也 日本高純度化学(株) 

LC/MS分析士初段第00537号 磯本 淳貴 旭化成(株) 

LC/MS分析士初段第00538号 狩野 僚賀 (株)エスアールエル 

LC/MS分析士初段第00539号 江口 未里 (株)化学分析 

コンサルタント 

LC/MS分析士初段第00540号 山本 敏人 日本電子(株) 

LC/MS分析士初段第00541号 中村有紀子 (株)エスアールエル 

LC/MS分析士初段第00542号 奥野 彰史 日本発条(株) 

LC/MS分析士初段第00543号 岡本 裕樹  

LC/MS分析士初段第00544号 高橋実和子 (株)エスアールエル 

LC/MS分析士初段第00545号 有本 千里 (株)日清製粉グループ本社 

LC/MS分析士初段第00546号 平山 節子 (株)エスアールエル 

LC/MS分析士初段第00547号 新井 啓太 (株)LSIメディエンス 

LC/MS分析士初段第00548号 鴨志田美里 (一財)材料科学技術 

振興財団 

LC/MS分析士初段第00549号 中野日佳梨  

LC/MS分析士初段第00550号 正岡 敬佑  

LC/MS分析士初段第00551号 原 大祐 東洋合成工業(株) 

LC/MS分析士初段第00552号 古川 智史 (株)明治 

LC/MS分析士初段第00553号 都竹 奈巳 EAファーマ(株) 

LC/MS分析士初段第00554号 柿﨑香菜実 EAファーマ(株) 

LC/MS分析士初段第00555号 大塚さとみ EAファーマ(株) 

LC/MS分析士初段第00556号 安藤 大悟 京都大学 

LC/MS分析士初段第00557号 小林 祐貴 (株)エル・エス 

コーポレーション 

LC/MS分析士初段第00558号 笠原 善郎 DIC(株) 

LC/MS分析士初段第00559号 篠田 義弘  

LC/MS分析士初段第00560号 阿部 準 積水メディカル(株) 

LC/MS分析士初段第00561号 中西 智子 アステラスリサーチ 

テクノロジー(株) 

LC/MS分析士初段第00562号 利根川 直也  

LC/MS分析士初段第00563号 志賀 智子  

LC/MS分析士初段第00564号 梅原 秀介 武州製薬(株) 

LC/MS分析士初段第00565号 川合 裕子  

LC/MS分析士初段第00566号 甲 恵美 サーモフィッシャー 

サイエンティフィック(株) 

LC/MS分析士初段第00567号 北山 進 アステラスリサーチ 

テクノロジー(株) 

LC/MS分析士初段第00568号 平沢 元希 早稲田大学 

LC/MS分析士初段第00569号 青柳 良明 (株)LSIメディエンス 

LC/MS分析士初段第00570号 森内 章博 花王(株) 

LC/MS分析士初段第00571号 根岸 瑠美 東京大学分子細胞 



生物学研究所 

LC/MS分析士初段第00572号 佐藤 佳倫  

LC/MS分析士初段第00573号 田部井穂鷹 早稲田大学 

先進理工学研究科 

LC/MS分析士初段第00574号 栗村 香帆 早稲田大学 

先進理工学研究科 

LC/MS分析士初段第00575号 阪田健太朗 積水メディカル(株) 

LC/MS分析士初段第00576号 武末 祐貴 積水メディカル(株) 

LC/MS分析士初段第00577号 山木 邦亮  

LC/MS分析士初段第00578号 伊藤 駿 早稲田大学先進理工学部 

LC/MS分析士初段第00579号 田中健太郎 早稲田大学 

LC/MS分析士初段第00580号 杉崎 未来 早稲田大学 

LC/MS分析士初段第00581号 小関 泰輔 日本乳化剤(株) 

LC/MS分析士初段第00582号 石谷 悠 (株)ビー・エム・エル 

LC/MS分析士初段第00583号 長島 侑希 早稲田大学 

LC/MS分析士初段第00584号 西原 聡子 サーモフィッシャー 

サイエンティフィック(株) 

LC/MS分析士初段第00585号 髙橋亜紀子 東京大学 

LC/MS分析士初段第00586号 川﨑 美佳  

LC/MS分析士初段第00587号 髙橋 契匠 ジャスコエンジニア 

リング(株) 

LC/MS分析士初段第00588号 昆 亮輔 和光純薬工業(株) 

LC/MS分析士初段第00589号 榎 俊慧 イーエヌ大塚製薬(株) 

LC/MS分析士初段第00590号 北本 卓也 浜松医科大学 

先進機器共用推進部 

LC/MS分析士初段第00591号 鳥谷部 悠 生化学工業(株) 

LC/MS分析士初段第00592号 上林 弥生 味の素(株) 

LC/MS分析士初段第00593号 江面 恵子 カゴメ(株) 

LC/MS分析士初段第00594号 坂口 洋平 産業技術総合研究所 

LC/MS分析士初段第00595号 福田 尚宏 YKK(株) 

LC/MS分析士初段第00596号 山下 智之 YKK(株) 

LC/MS分析士初段第00597号 志村 昌紀 慶応義塾大学薬学部 

LC/MS分析士初段第00598号 白澤 絢香 味の素(株) 

LC/MS分析士初段第00599号 古賀 裕介  

LC/MS分析士初段第00600号 清水 克敏 (株)日立ハイテク 

サイエンス 

LC/MS分析士初段第00601号 渡邉 智子 クリタ分析センター(株) 

LC/MS分析士初段第00602号 中村 陽子 ヱスビー食品(株) 

 

LC/MS分析士二段として登録された方  々

 

LC/MS分析士二段第00148号 大塚 克弘 (株)総合環境分析 

LC/MS分析士二段第00149号 内ヶ島愛梨 共同印刷(株) 

LC/MS分析士二段第00150号 神山 和夫 ハウス食品グループ本社(株) 

LC/MS分析士二段第00151号 嶋崎 友美 日立化成テクノサービス(株) 

LC/MS分析士二段第00152号 小圷 明子 アステラス製薬(株) 

LC/MS分析士二段第00153号 戸邉 慈英 小野薬品工業(株) 

LC/MS分析士二段第00154号 中村 文彬 早稲田大学 

先進理工学研究科 

LC/MS分析士二段第00155号 赤井 誠 第一三共(株) 

LC/MS分析士二段第00156号 滝埜 昌彦 アジレント・ 

テクノロジー(株) 

LC/MS分析士二段第00157号 長畑 義教 (株)エスアールエル 

LC/MS分析士二段第00158号 竹重 勇哉 シミックファーマ 

サイエンス(株) 

LC/MS分析士二段第00159号 田中 誠也 アジレント・ 

テクノロジー(株) 

LC/MS分析士二段第00160号 奥本 泰秀  

LC/MS分析士二段第00161号 池田昂太郎 早稲田大学先進理工学部 

LC/MS分析士二段第00162号 柴谷由佳梨 第一三共(株) 

LC/MS分析士二段第00163号 岡本 真美 理化学研究所 

LC/MS分析士二段第00164号 親泊 安基 早稲田大学先進理工学部 

LC/MS分析士二段第00165号 臼井 正哉 (国研)理化学研究所 

LC/MS分析士二段第00166号 出水澤雄太 東洋合成工業(株) 

LC/MS分析士二段第00167号 吉仲 塩子  

LC/MS分析士二段第00168号 佐藤 黛佳  

LC/MS分析士二段第00169号 川口 研 (国研)産業技術総合研究所 

LC/MS分析士二段第00170号 髙橋 優士 東京農工大学 

LC/MS分析士二段第00171号 浜崎 敦子 ゼリア新薬工業(株) 

LC/MS分析士二段第00172号 岩﨑 由依  

LC/MS分析士二段第00173号 小川 未緒 (株)エスアールエル 

LC/MS分析士二段第00174号 賀張 英雄 パルシステム生活 

協同組合連合会 

 

LC/MS分析士三段として登録された方  々

 

LC/MS分析士三段第00044号 三澤 翔 王子ホールディングス(株) 

LC/MS分析士三段第00045号 斉藤 隆起  

LC/MS分析士三段第00046号 後藤 優知 (株)LSIメディエンス 

LC/MS分析士三段第00047号 中川 泰伯 コーア商事(株) 

LC/MS分析士三段第00048号 榎本 幹司 栗田工業(株) 

LC/MS分析士三段第00049号 磯田ひとみ 東京理科大学 

LC/MS分析士三段第00050号 岡﨑 昌裕 武州製薬(株) 

LC/MS分析士三段第00051号 阿部 剛 (公財)日本分析センター 

LC/MS分析士三段第00052号 下田 瞳 第一三共(株) 

LC/MS分析士三段第00053号 草川 美奈 シミックファーマ 

サイエンス(株) 

LC/MS分析士三段第00054号 坂本 匠 早稲田大学 

 

LC/MS分析士四段として登録された方  々

 

LC/MS分析士四段第00009号 小林 宣章 東洋合成工業(株) 

LC/MS分析士四段第00010号 鈴木 幸治 ジーエルサイエンス(株) 

 

IC分析士初段として登録された方  々

 

IC分析士初段第00231号 小澤 満美 メトロームジャパン(株) 

IC分析士初段第00232号 西口 達也 (株)コーシンサービス 

IC分析士初段第00233号 久保田 智章 (株)AOB慧央グループ 

IC分析士初段第00234号 濵本 勇  住友電気工業(株) 

IC分析士初段第00235号 柿山 喬  味の素(株) 

IC分析士初段第00236号 馬場 淳也 栗田工業(株) 

IC分析士初段第00237号 福地 敏治 サーモフィッシャー 

サイエンティフィック(株) 

IC分析士初段第00238号 淡井 信将 田辺三菱製薬(株) 

IC分析士初段第00239号 吉井 咲夢 群馬大学 

IC分析士初段第00240号 豊田 耕司 (株)ミルボン 

IC分析士初段第00241号 狩野 僚賀 (株)エスアールエル 



IC分析士初段第00242号 嶋崎 友美 日立化成テクノサービス(株) 

IC分析士初段第00243号 福田 三智子 ゼリア新薬工業(株) 

IC分析士初段第00244号 上野 由美 日本大学理工学部 

IC分析士初段第00245号 川﨑 美佳  

IC分析士初段第00246号 門脇 実  

IC分析士初段第00247号 鵜沢 恵美 DIC(株) 

IC分析士初段第00248号 青栁 啓介 群馬大学 

IC分析士初段第00249号 井坂 茉由 群馬大学 

IC分析士初段第00250号 鈴木 安紀子  

IC分析士初段第00251号 小林 祐貴 (株)エル・エス 

コーポレーション 

IC分析士初段第00252号 松木 龍弥 ゼリア新薬工業(株) 

IC分析士初段第00253号 浜崎 敦子 ゼリア新薬工業(株) 

IC分析士初段第00254号 今井 隆太郎   

 

（空欄は掲載を希望されない項目） 

 


