
いばらきスポーツデンティスト（IBSD）一覧

No. 歯科医院名 IBSD氏名 住所 電話番号 MG作製・提供 日スポ公認

1 こばやし歯科クリニック 小林　良誌 日立市大和田町684-1 0294-52-6480 ○

2 医療法人社団宏和会　日精歯科 渡辺　義宏 日立市小木津町1-42-26 0294-42-4119 ○

3 田所歯科医院 田所　重映 日立市久慈町3-40-8 0294-53-7466 ○

4 増本歯科医院 増本　章典 日立市多賀町2-2-17 0294-36-7878 ○

5 宮井歯科医院 宮井　隆 日立市日高町1-6-2 0294-42-4439 ○

6 日本原子力研究開発機構荒谷台診療所 伊藤　博明 那珂郡東海村村松1111-1 029-282-5700 -

7 小澤歯科医院 小澤　一友 常陸太田市大里町3645-1 0294-76-2027 ○ ○

8 永井歯科クリニック 永井　真友美 常陸太田市寿町501-1 0294-73-1180 ○ ○

9 鴨志田歯科医院 鴨志田　裕子 常陸太田市東二町2240-1 0294-72-0277 ○

10 常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所 飯塚　知明 常陸大宮市上小瀬1259 0295-56-5118 -

11 ひたちなかファミリアデンタルクリニック 小野　康寛 ひたちなか市大成町31-5 029-273-3118 ○

12 浅香歯科 浅香　康仁 ひたちなか市表町8-7 029-272-1182 -

13 あおと歯科矯正 青砥　聖二 ひたちなか市勝田中央10-13 029-215-9401 -

14 柴岡デンタルクリニック 柴岡　永子 ひたちなか市高場1-9-10 029-354-3038 ○

15 樋之口歯科クリニック 樋之口　修一 ひたちなか市西大島2-13-31 029-274-4466 ○

16 ヒロ歯科クリニック 鈴木　宏信 ひたちなか市はしかべ2-1-8 029-212-4182 ○

17 フカヤ歯科クリニック 深谷　聖 水戸市河和田2-14-11 029-257-8811 ○ ○

18 田澤歯科医院 田澤　重伸 水戸市姫子2-352-18 029-257-3533 ○

19 おおさわデンタルクリニック 大澤　賢祐 水戸市見川町2131-1476 029-243-9221 ○

20 こばやし歯科　 小林　ゆかり 水戸市南町3-4-48 029-231-0505 ○

21 りかデンタルクリニック 小池　理香 水戸市見和2-504-4 029-306-8214 ○

22 ウスイ歯科クリニック 薄井　稔 水戸市元吉田町1816-5 029-248-7164 ○

23 水戸さくら通り歯科 髙根　正敏 水戸市米沢町142-3 029-291-6489 ○

24 塙歯科医院 塙　章一 笠間市笠間1949-2 0296-72-1397 ○

25 ふくはら歯科クリニック 菊池　正浩 笠間市福原3080-4 0296-73-6479 ○

26 城里町七会診療所歯科室 鈴木　聡美 東茨城郡城里町小勝1400 0296-88-2040 ○

27 もろほし歯科 諸星　武治 鹿嶋市宮中327-1 0299-83-8148 ○

28 小山記念病院 水沼　秀之 鹿嶋市厨5-1-2 0299-85-1111 -

29 楠美歯科医院 楠美　淳 鹿嶋市宮下2-11-11 0299-84-0118 ○

30 新扇歯科医院 鈴木　伸之 神栖市木崎2905-2 0299-92-5223 ○

31 大貫歯科医院 大貫　英敏 鉾田市鉾田1650 0291-32-2720 ○

32 千葉歯科クリニック 千葉　順一 石岡市石岡1-12-1 0299-22-5752 ○

33 千葉歯科クリニック 黒澤　悟 石岡市石岡1-12-1 0299-22-5752 ○

34 親見歯科医院 親見　昭人 石岡市鹿の子2-13-50 0299-24-4182 ○

35 平井歯科医院 平井　豊 石岡市国府3-2-19 0299-22-2473 ○

36 吉田歯科医院 吉田　敏男 石岡市杉並1-5-61 0299-22-2209 ○

37 ぬまじり歯科 沼尻　道夫 稲敷郡阿見町鈴木59-55 029-840-2651 ○

38 野口歯科医院 野口　喜弘 稲敷郡阿見町廻戸343-12 029-887-0350 ○

39 ピアシティ歯科クリニック 寺澤　秀朗 稲敷郡阿見町本郷3-1-1 029-843-8282 ○

40 おぎの歯科医院 荻野　義重 土浦市下高津4-1-43 029-823-7111 ○ ○

41 宮田歯科クリニック 宮田　浩 土浦市中荒川沖町2-6 ツインビル201 029-843-4618 ○

42 のぎ歯科 野木　隆久 土浦市中村南1-1-16 029-843-8846 ○

43 さわやか歯科医院 菊地　英貴 つくば市神郡814 029-867-4182 ○

44 あやデンタルクリニック 三上　礼 つくば市大角豆1401-1 029-858-0418 ○

45 あやデンタルクリニック勤務 「いばらきスポーツデンティスト認定」勤務医 つくば市大角豆1401-1 029-858-0418 ○

46 岡田歯科医院 岡田　倫子 つくば市高崎2277-61 029-873-3303 ○

47 おのがわ歯科クリニック 宮本　栄一 つくば市館野428-1 029-836-8222 ○

48 つるみ矯正歯科 鶴見　尚史 つくば市二の宮1-14-41 029-858-5505 ○ ○

49 髙田歯科医院 髙田　将生 つくば市真瀬603-1 029-875-6489 ○

50 にしまち歯科医院 佐藤　玲子 つくば市谷田部2124 029-837-2418 ○

51 はしもと歯科クリニック 橋本　満之 つくばみらい市板橋2501-4 0297-58-5599 ○

52 海老原歯科医院 海老原　一芳 つくばみらい市谷井田2489-1 0297-58-3968 ○

53 内山歯科医院 内山　聡 稲敷市上之島3208-1 0299-78-2893 ○

54 中島歯科クリニック 中嶋　健二 取手市戸頭6-32-28 0297-78-6688 ○

55 オーラル歯科 片桐　武美 守谷市けやき台2-20-2 0297-48-1568 ○

56 中妻歯科医院 白澤　光二 常総市中妻町2610-3 0297-22-7777 ○

57 藍歯科矯正歯科医院 五木田　道明 常総市水海道山田町4541-1 0297-23-5588 ○

58 神明歯科医院 「いばらきスポーツデンティスト認定」勤務医 筑西市菅谷1581 0296-22-6855 ○
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59 渡辺歯科医院 渡辺　進 筑西市外塚821 0296-22-2248 ○

60 歯科口腔外科保坂クリニック 保坂　榮勇 結城市結城139 0296-33-8020 ○

61 桜井歯科医院 坂井　敏修 古河市中央町1-2-24 0280-23-0660 ○

62 小林歯科医院 小林　不律 古河市長谷町1-14 0280-22-1188 ○

63 小野寺歯科医院 小野寺　鏡子 古河市東1-6-26 0280-32-1263 ○

64 藤澤歯科医院 藤澤　強 古河市東本町3-13-7 0280-32-8787 ○

65 藤澤歯科医院勤務 「いばらきスポーツデンティスト認定」勤務医 古河市東本町3-13-7 0280-32-8787 ○

66 加藤歯科医院 加藤　昌裕 坂東市岩井4678-1 0297-35-2846 ○

67 神大実中央歯科医院 保科　守 坂東市神田山322 0297-36-1313 ○


