
1 青木　英明 正会員 あおき矯正歯科 茨城県古河市下大野2008-8

2 秋田　岳志 正会員 秋田歯科医院 福島県福島市笹谷字中谷地8-1

3 浅香　康仁 正会員 浅香歯科 茨城県ひたちなか市表町8-7

4 阿部　英一 正会員 阿部歯科クリニック 茨城県常陸大宮市泉445-3

5 阿部　仰一 正会員 あべ歯科クリニック 茨城県笠間市泉2100-3

6 雨宮　淳 正会員 雨宮デンタルクリニック 茨城県つくば市松代5-5-14

7 安藤　智也 正会員 安藤歯科医院 茨城県水戸市けやき台1-23-15

8 飯泉　奈津子 正会員 飯泉歯科医院 茨城県つくば市真瀬1037

9 飯田　倫太郎 正会員 医）IIDA DENTAL OFFICE 神奈川県茅ヶ崎市浜竹4-7-64

10 石崎　広光 正会員 石崎歯科医院 茨城県小美玉市小岩戸1259-1

11 石津　貞之 正会員 港ヶ丘歯科医院 茨城県鹿嶋市港ケ丘282-210

12 伊藤　勝夫 正会員 伊藤デンタルクリニック 茨城県那珂郡東海村村松北1-13-5

13 伊藤　雅彦 正会員 医療法人社団　伊藤歯科診療所 茨城県東茨城郡大洗町和銅7-2

14 今井　文彰 正会員 今井歯科クリニック 茨城県水戸市泉町1-7-22

15 槍崎　慶二 正会員 うつぎざき歯科医院 茨城県水戸市大塚町1863-29

16 遠藤　一宇 正会員 医療法人大成会　勝田大成歯科医院 茨城県ひたちなか市大成町42-3

17 及川　布美子 正会員 長尾歯科 茨城県ひたちなか市津田2598-1

18 大岩　真 正会員 おおいわ歯科医院 茨城県つくばみらい市西丸山159-1

19 大澤　寿太郎 正会員 おおさわ歯科医院 茨城県つくば市西高野876-1

20 大関　理恵 正会員 しろさとハートランド歯科クリニック 茨城県東茨城郡城里町那珂西1406-2

21 大平　章裕 正会員 大平歯科クリニック 茨城県北茨城市磯原町豊田905-1

22 大森　翔英 正会員 北茨城市民病院　歯科口腔外科 茨城県北茨城市関南町関本下1050

23 大山　真生 正会員 大山歯科医院 茨城県ひたちなか市東石川3-21-8

24 岡﨑　恵一郎 正会員 おかざき矯正歯科クリニック 茨城県水戸市南町3-2-44

25 岡田　倫子 正会員 岡田歯科医院 茨城県つくば市高崎2277-61

26 岡田　裕行 正会員 岡田歯科医院 茨城県つくば市高崎2277-61

27 小野　康寛 正会員 ひたちなかファミリアデンタルクリニック 茨城県ひたちなか市大成町31-5

28 鹿志村　陽 正会員 プラス歯科クリニック 茨城県水戸市笠原町285-17

29 加藤　真人 正会員 スマイルデンタルクリニック 茨城県東茨城郡茨城町小堤1308-1

30 神賀　利典 正会員 神賀歯科医院 茨城県久慈郡大子町頃藤5115

31 菊池　健志 正会員 医療法人H&S 菊池歯科クリニック 茨城県常陸太田市馬場町85-1

32 北見　修一 正会員 北見歯科クリニック 茨城県日立市幸町2-10-1

33 木下　卓 正会員 きのした歯科 茨城県ひたちなか市長堀町2-12-10

34 木村　利明 正会員 木村歯科医院 茨城県水戸市中丸町517-6

35 清原　秀樹 正会員 清原歯科医院 茨城県稲敷市村田129-1

36 小林　克男 正会員 小林デンタルクリニック 茨城県那珂市後台3109

37 小林　克紀 正会員 小林デンタルクリニック 茨城県那珂市後台3109

38 佐川　武義 正会員 さがわ歯科 茨城県那珂郡東海村村松2124-24

39 佐藤　篤 正会員 あつ歯科 栃木県宇都宮市宿郷5-23-4

40 佐藤　慶尚 正会員 サトウ歯科クリニック 茨城県日立市鹿島町2-9-13

41 柴　千裕 正会員 南古谷病院 埼玉県川越市古谷上882-1

42 須田　聡 正会員 須田歯科医院 茨城県日立市桜川町1-6-13

43 征矢　亘 正会員 征矢歯科医院 茨城県日立市弁天町2-11-8

44 高槌　力弥 正会員 たかつち歯科医院 茨城県東茨城郡茨城町前田1689-4

45 高根　正敏 正会員 水戸さくら通り歯科 茨城県水戸市米沢町142-3

46 髙野　柳一 正会員 高野歯科クリニック 福島県いわき市小名浜愛宕町8-11

47 高橋　健 正会員 常陸大宮市国民健康保険美和診療所 茨城県常陸大宮市高部395-3



48 高柳　龍司 正会員 高柳歯科医院 茨城県鉾田市鉾田1522

49 立原　正仁 正会員 立原歯科医院 茨城県日立市城南町3-1-33

50 谷川　好一 正会員 谷川歯科医院 茨城県水戸市千波町2374-39

51 千葉　順一 正会員 (医)佳愛会　千葉歯科クリニック 茨城県石岡市石岡1-12-1

52 鶴見　尚史 正会員 つるみ歯科医院 茨城県つくば市二の宮1-14-41

53 寺門　正徳 正会員 瓜連中央歯科クリニック 茨城県那珂市瓜連1323

54 中井　巳智代 正会員 なかい歯科クリニック 茨城県猿島郡境町上小橋564-5

55 長尾　大輔 正会員 長尾歯科 茨城県ひたちなか市津田2598-1

56 中庭　麻友子 正会員 MODERN DENTAL 中庭歯科医院 茨城県水戸市河和田2-1-7

57 中野　啓子 正会員 なかの歯科 茨城県ひたちなか市稲田358-5

58 成井　敏幸 正会員 成井歯科医院 茨城県常陸太田市馬場町933

59 西野　有一 正会員 西野歯科医院 茨城県日立市大久保町5-1-9

60 根本　真里子 正会員 医）在心会 やまぶき歯科 茨城県常陸太田市内堀町3456

61 畑中　秀隆 正会員 アン歯科クリニック 茨城県日立市久慈町2-18-16

62 畠野　尚人 正会員 那珂デンタルオフィス 茨城県那珂市菅谷2748-1

63 堀江　正徳 正会員 マリスデンタルクリニック 茨城県ひたちなか市松戸町1-5-15

64 松井　慎太郎 正会員 松井歯科医院 茨城県笠間市笠間1458

65 三森　健治 正会員 三森歯科医院 茨城県水戸市大町1-2-40

66 村居　幸夫 正会員 千波歯科クリニック 茨城県水戸市千波町1242-3

67 吉田　和夫 正会員 磯原ファミリー歯科 茨城県北茨城市磯原町磯原2-206

68 吉元　達矢 正会員 吉元歯科医院 茨城県ひたちなか市外野1-26-14

69 若松　義昌 正会員 若松歯科医院 茨城県高萩市大和町1-27

70 渡辺　進 正会員 渡辺歯科医院 茨城県筑西市外塚821

71 渡辺　崇 正会員 渡辺歯科医院 茨城県筑西市外塚821

72 渡邉　恭伸 正会員 わたなべ歯科クリニック 茨城県日立市川尻町6-52-10

73 渡辺　義宏 正会員 医療法人　宏和会　日精歯科 茨城県日立市小木津町1-42-26

74 海老澤　進 特別会員 三反田歯科クリニック 茨城県ひたちなか市三反田3291-3

75 小野　準一 準会員 三恵デンタルスタジオ 茨城県ひたちなか市津田1749-3

76 狩野　大介 準会員 D-Tek 茨城県ひたちなか市後台457-5

77 川和田　美行 準会員 有限会社デンタルスタジオ水戸 茨城県水戸市河和田町3809-8

78 熊倉　賢哉 準会員 Ken Dental Creation 茨城県水戸市中原町1-1

79 向後　洋一 準会員 向後セラミックス有限会社 茨城県神栖市知手中央4-12-8

80 齊間　元気 準会員 SDクリエイト 茨城県那珂市戸3984-2

81 櫻井　盛二 準会員 有限会社茨城歯研 茨城県ひたちなか市枝川892-1

82 佐藤　正明 準会員 有限会社かんとうセラミックス 茨城県ひたちなか市稲田1450-13

83 高橋　嶺 準会員 高橋歯科技工所 茨城県東茨城郡茨城町長岡3524-135

84 中島　清史 準会員 有限会社KNデンタルラボラトリー 茨城県日立市田尻町1-31-16 2F

85 長山　祥一 準会員 デプラボ 茨城県常陸大宮市姥賀町2981-2

86 石崎圭一 準会員 協和歯科技工研究所 茨城県水戸市松本町2-30

87 宮本　順市 準会員 株式会社ジャステック 茨城県守谷市乙子51-6

88 矢野　誠記 準会員 pro-arm 茨城県那珂市堤920-1

89 谷津寛文 準会員 SDクリエイト 茨城県那珂市戸3984-2


