
NO. 市町村 学校園名 NO. 市町村 学校園名

1 大阪市立 中津小学校 27 吹田市立 北山田小学校

2 大阪市立 木川南小学校 28 茨木市立 耳原小学校

3 大阪市立 新庄小学校 29 茨木市立 郡小学校

4 大阪市立 南市岡小学校 30 茨木市立 彩都西小学校

5 大阪市立 吉野小学校 31 高槻市立 南大冠小学校

6 大阪市立 柏里小学校 32 高槻市立 竹の内小学校

7 守口市立 錦小学校 33 高槻市立 第三中学校

8 大阪市立 中大江小学校 34 高槻市立 清水小学校

9 大阪市立 新巽中学校 35 枚方市立 船橋小学校

10 大阪市立 白鷺中学校 36 大東市立 氷野小学校

11 大阪市立 加美南中学校 37 泉南市立 西信達中学校

12 大阪市立 川辺小学校 38 高石市立 取石小学校

13 大阪市立 瓜破西中学校 39 和泉市立 鶴山台南小学校

14 大阪市立 住之江小学校 40 和泉市立 黒鳥小学校

15 東大阪市立 若江中学校 41 泉大津市立 穴師小学校

16 東大阪市立 成和小学校 42 貝塚市立 木島小学校

17 松原市立 松原中学校 43 阪南市立 東鳥取小学校

18 八尾市立 亀井中学校 44 太子町立 中学校

19 柏原市立 玉手小学校 45 富田林市立 伏山台小学校

20 藤井寺市立 道明寺東小学校 46 河内長野市立 三日市小学校

21 豊中市立 第一中学校 47 河内長野市立 東中学校

22 豊中市立 豊島西小学校 48 堺市立 市小学校

23 豊中市立 第四中学校夜間学級 49 堺市立 少林寺小学校

24 箕面市立 彩都の丘学園 50 堺市立 八下中学校

25 豊能町立 光風台小学校 51 堺市立 百舌鳥支援学校分校
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26 吹田市立 第三中学校



NO. 市町村 学校園名 NO. 市町村 学校園名

1 大阪市立 新東三国小学校 41 茨木市立 茨木小学校

2 大阪市立 三津屋小学校 42 茨木市立 葦原小学校

3 大阪市立 大桐中学校 43 茨木市立 東奈良小学校

4 大阪市立 友渕中学校 44 茨木市立 天王小学校

5 大阪市立 高殿小学校 45 高槻市立 五領小学校

6 大阪市立 鶴見南小学校 46 高槻市立 丸橋小学校

7 大阪市立 弁天小学校 47 高槻市立 如是小学校

8 大阪市立 咲くやこの花中学校 48 高槻市立 南平台小学校

9 大阪市立 春日出中学校 49 寝屋川市立 第一中学校

10 大阪市立 歌島中学校 50 枚方市立 菅原東小学校

11 守口市立 佐太小学校 51 枚方市立 西長尾小学校

12 守口市立 第一中学校 52 島本町立 第二小学校

13 大阪市立 宝栄小学校 53 泉南市立 新家小学校

14 大阪市立 今里小学校 54 泉南市立 雄信小学校

15 大阪市立 生魂小学校 55 和泉市立 鶴山台北小学校

16 大阪市立 東小路小学校 56 和泉市立 富秋中学校

17 大阪市立 大池中学校 57 和泉市立
南松尾はつが野学
園（後期課程）

18 大阪市立 舎利寺小学校 58 岸和田市立 城北小学校

19 大阪市立 阿倍野小学校 59 岸和田市立 東光小学校

20 大阪市立 苗代小学校 60 岸和田市立 城内小学校

21 大阪市立 晴明丘南小学校 61 岸和田市立 山直南小学校

22 大阪市立 平野南小学校 62 岸和田市立 旭小学校

23 東大阪市立 楠根東小学校 63 貝塚市立 西小学校

24 東大阪市立 花園中学校 64 貝塚市立 二色小学校

25 東大阪市立 英田中学校 65 泉佐野市立 日根野中学校

26 八尾市立 曙川中学校 66 泉佐野市立 佐野台小学校

27 八尾市立 志紀中学校 67 田尻町立 中学校

28 柏原市立 旭ヶ丘小学校 68 田尻町立 小学校

29 藤井寺市立 第三中学校 69 阪南市立 尾崎中学校

30 藤井寺市立 藤井寺中学校 70 阪南市立 尾崎小学校

31 豊中市立 東豊中小学校 71 岬町立 岬中学校

32 豊中市立 少路小学校 72 千早赤阪村立 千早小吹台小学校

33 豊中市立 第十一中学校 73 河内長野市立 長野小学校

34 豊中市立 桜塚小学校 74 堺市立 黒山小学校

35 豊中市立 豊島小学校 75 大阪狭山市立 北小学校

36 豊中市立 第十七中学校 76 堺市立 宮山台中学校

37 池田市立 石橋南小学校 77 堺市立 新金岡小学校

38 吹田市立 豊津第二小学校 78 堺市立 鳳中学校

39 茨木市立 山手台小学校 79 堺市立 鳳小学校

40 茨木市立 東雲中学校 80 堺市立 東深井小学校
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