
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01141 号 山田 裕子 (株)ファンケル 

LC 分析士初段第01142 号 岡本 真美 (国研)理化学研究所 
 

 （空欄は掲載を希望されない事項） LC 分析士初段第01143 号 西本 はるか シミックファーマサイエンス(株) 

 LC 分析士初段第01144 号 脇田 三喜正 ナカライテスク(株) 

LC 分析士初段第01093 号 池谷 尚美 (株)全農ビジネスサポート LC 分析士初段第01145 号 堀内 美香 

LC 分析士初段第01094 号 倉部 隼 高砂香料工業(株) LC 分析士初段第01146 号 杉田 玄太郎 

LC 分析士初段第01095 号 豊田 耕司 (株)ミルボン LC 分析士初段第01147 号 成田 美穂 中外製薬工業(株) 

LC 分析士初段第01096 号 木戸 篤志 (株)島津アクセス LC 分析士初段第01148 号 酒井 俊亮 (株)テクノプロ 

LC 分析士初段第01097 号 坂下 敦 田辺三菱製薬(株) LC 分析士初段第01149 号 吉川 麻耶 三井化学アグロ(株) 

LC 分析士初段第01098 号 古本 紗也佳 (株)ビー・エム・エル 

LC 分析士初段第01099 号 籏野 美智子 森永乳業(株) 

LC 分析士初段第01100 号 勝又 俊郎 (株)島津ジーエルシー 

LC 分析士初段第01101 号 丹羽 宏之 (株)島津製作所 

LC 分析士初段第01102 号 村越 幹昭 (株)島津ジーエルシー 

LC 分析士初段第01103 号 三輪 俊夫 (株)島津ジーエルシー 

LC 分析士初段第01104 号 清永 純子 フレゼニウスメディカルケアジャパ 

ン(株) 

LC 分析士初段第 01105 号 篠塚 直樹 (株)札幌イムノ・ダイアグノスティ

ック・ラボラトリー 

LC 分析士初段第01106 号 小圷 明子 アステラス製薬(株) 

LC 分析士初段第01107 号 関川 留奈 長岡工業高等専門学校 

LC 分析士初段第01108 号 川上 拓也 日本澱粉工業(株) 

LC 分析士初段第01109 号 田川 正高 日本澱粉工業(株) 

LC 分析士初段第01110 号 市成 淳 日本澱粉工業(株) LC 

分析士初段第01111 号 泉 千代子 日本澱粉工業(株) 

LC 分析士初段第01112 号 佐藤 信彦 (一財)日本冷凍食品検査協会 

LC 分析士初段第01113 号 坂本 香里 SBI ファーマ(株) 

LC 分析士初段第01114 号 吉田 早穂 

LC 分析士初段第01115 号 中本 愛美 (株)ミルボン

LC 分析士初段第01116 号 久保田 明紀子 早稲田大学

LC 分析士初段第01117 号 横道 緑 (株)新日本科学

LC 分析士初段第01118 号 宍倉 千穂 星光PMC(株) 

LC 分析士初段第01119 号 川村 大貴 東和薬品(株) 

LC 分析士初段第01120 号 中塩屋 香織 (株)新日本科学 

LC 分析士初段第01121 号 水本 俊行 丸善製薬(株) 

LC 分析士初段第01122 号 池田 達彦 

LC 分析士初段第01123 号 内ヶ島 愛梨 共同印刷(株) 

LC 分析士初段第01124 号 大沼 恵 ゼリア新薬工業(株) 

LC 分析士初段第01125 号 佐々木 正倫 

LC 分析士初段第01126 号 川﨑 美佳 

LC 分析士初段第01127 号 奥村 寿子 長岡工業高等専門学校 

LC 分析士初段第01128 号 髙橋 優士 東京農工大学農学部 

LC 分析士初段第01129 号 大倉 史子 中外医薬生産(株) 

LC 分析士初段第01130 号 今井 なぎさ イーピーエス(株) 

LC 分析士初段第01131 号 臼井 正哉 (国研)理化学研究所

LC 分析士初段第01132 号 市川 将太 (株)イナリサーチ

LC 分析士初段第01133 号 竹中 冬翔 (株)加美乃素本舗

LC 分析士初段第01134 号 小川 未緒 (株)エスアールエル

LC 分析士初段第01135 号 本田 健二 (株)新日本科学 

LC 分析士初段第01136 号 内海 貝 

LC 分析士初段第01137 号 牛久 純 サントリースピリッツ(株) 

LC 分析士初段第01138 号 野中 寿美子 (株)新日本科学 

LC 分析士初段第01139 号 八木 牧 キャタレント・ジャパン(株) 

LC 分析士初段第01140 号 木村 理恵 

LC 分析士初段第01150 号 吉仲 塩子 

LC 分析士初段第01151 号 深井 佐智子 (株)トクホン 

LC 分析士初段第01152 号 奥田 啓司 

LC 分析士初段第01153 号 後藤 徳仁 旭化成(株) 

LC 分析士初段第01154 号 中野 あきえ 富士フイルム(株) 

LC 分析士初段第01155 号 土山 義人 東邦大学大学院理学研究科 

LC 分析士初段第01156 号 山本 絵美子 東レテクノ(株) 

LC 分析士初段第01157 号 中田 和也 永和化成工業(株) 

LC 分析士初段第01158 号 島田 将義 CBC(株) 

LC 分析士初段第01159 号 清水 幸樹 エムエス・ソリューションズ(株) 

LC 分析士初段第01160 号 佐々木 まるみ (株)三井化学分析センター

LC 分析士初段第01161 号 黒澤 絢子 千寿製薬(株) 

LC 分析士初段第01162 号 櫻井 希 

LC 分析士初段第01163 号 浅田 美保子 昭和産業(株) 

LC 分析士初段第01164 号 大塚 さとみ EA ファーマ(株) 

LC 分析士初段第01165 号 安齋 奈緒子 日本ジェネリック(株) 

LC 分析士初段第01166 号 中山 聡 味の素(株) 

LC 分析士初段第01167 号 柿田 穣 エーザイ(株) 

LC 分析士初段第01168 号 津村 秀樹 島根大学 

LC 分析士初段第01169 号 阿部 眞祐子 田辺三菱製薬工場(株) 

LC 分析士初段第01170 号 南 育子 

LC 分析士初段第01171 号 田中 千秋 (株)キューサイ分析研究所 

LC 分析士初段第01172 号 中野 早紀 三菱レイヨン(株) 

LC 分析士初段第01173 号 小川 亜都美 九州大学大学院薬学府 

LC 分析士初段第01174 号 高橋 花奈 昭和産業(株) 

LC 分析士初段第01175 号 伊豆 拓真 九州大学薬学部 

LC 分析士初段第01176 号 渕上 香織 JNC(株) 

LC 分析士初段第01177 号 大久保 衣子 祐徳薬品工業(株) 

LC 分析士初段第01178 号 山之内 翔 慶應義塾大学薬学部

LC 分析士初段第01179 号 大橋 諒平 

LC 分析士初段第01180 号 石井 千晴 九州大学大学院薬学府 

LC 分析士初段第01181 号 小林 明莉 (一財)化学物質評価研究機構 

LC 分析士初段第01182 号 池田 幸司 慶應義塾大学薬学部 

LC 分析士初段第01183 号 加藤 愛美 (一財)化学物質評価研究機構 

LC 分析士初段第01184 号 勝山 直哉 慶應義塾大学薬学部 

LC 分析士初段第01185 号 酒井 健多 九州大学薬学部 

LC 分析士初段第01186 号 西本 泰平 慶應義塾大学薬学部 

LC 分析士初段第01187 号 松本 翔児 

LC 分析士初段第01188 号 前田 真里花 (一財)化学物質評価研究機構 

LC 分析士初段第01189 号 古庄 仰 九州大学薬学部 

LC 分析士初段第01190 号 辻田 明 福岡県警察本部 

LC 分析士初段第01191 号 筒井 佑紀  

LC 分析士初段第01192号 平本 美晴  

 


