
別紙

1 三宝小学校 堺区三宝町５丁２８６番地

2 錦西小学校 堺区神明町西２丁１番１号

3 市小学校 堺区市之町西３丁１番１４号

4 錦綾小学校 堺区錦綾町１丁６番１９号

5 浅香山小学校 堺区今池町５丁４番４３号

6 錦小学校 堺区九間町東３丁１番１７号

7 熊野小学校 堺区熊野町東５丁１番４９号

8 榎小学校 堺区榎元町２丁３番１１号

9 三国丘小学校 堺区北三国ヶ丘町５丁１番１号

10 東三国丘小学校 北区東三国ヶ丘町２丁２番１号

11 東浅香山小学校 北区大豆塚町１丁６０番地

12 五箇荘小学校 北区新堀町２丁５８番地

13 新金岡小学校 北区新金岡町１丁４番１号

14 金岡小学校 北区金岡町１２５４番地

15 北八下小学校 北区中村町２５０番地

16 南八下小学校 東区菩提町５丁２２８番地

17 白鷺小学校 東区白鷺町２丁８番１号

18 日置荘小学校 東区日置荘西町２丁４６番１号

19 登美丘東小学校 東区丈六２２４番地

20 登美丘西小学校 東区大美野１３５番地

21 英彰小学校 堺区寺地町西４丁１番１号

22 少林寺小学校 堺区少林寺町東４丁１番１号

23 安井小学校 堺区南安井町４丁１番５号

24 大仙西小学校 堺区大仙西町４丁１２９番地

25 神石小学校 堺区石津町２丁６番１号

26 大仙小学校 堺区大仙中町１６番１号

27 浜寺石津小学校 西区浜寺石津町中２丁３番２８号

28 浜寺小学校 西区浜寺諏訪森町東２丁163番地

29 浜寺昭和小学校 西区浜寺昭和町２丁２８２番地

30 津久野小学校 西区津久野町３丁１４番１１号

31 鳳小学校 西区鳳中町２丁２２番地

32 八田荘小学校 中区八田寺町２３１番地
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33 向丘小学校 西区上野芝向ヶ丘町６丁７番１号

34 平岡小学校 西区堀上緑町１丁６番１号

35 深井小学校 中区深井中町１４０９番地

36 百舌鳥小学校 北区百舌鳥梅町２丁４９８番地

37 東百舌鳥小学校 中区土塔町１３９番地

38 久世小学校 中区平井９９９番地

39 東 陶 器小学校 中区陶器北２５５６番地

40 西 陶 器小学校 中区田園５７０番地

41 上神谷小学校 南区片蔵１４２５番地

42 福泉小学校 西区菱木２丁２１８６番地の１

43 福泉中央小学校 南区桃山台４丁１７番１号

44 美木多小学校 南区鴨谷台１丁４８番１号

45 光竜寺小学校 北区新金岡町３丁７番１号

46 宮園小学校 中区宮園町４番１号

47 宮山台小学校 南区宮山台２丁２番１号

48 大泉学園（小学校） 北区新金岡町４丁９番１号

49 竹城台小学校 南区竹城台３丁２番１号

50 若松台小学校 南区若松台１丁３番１号

51 三原台小学校 南区三原台３丁２番１号

52 茶山台小学校 南区茶山台２丁５番１号

53 鳳南小学校 西区鳳南町１丁７番地

54 原山ひかり小学校 南区原山台４丁３番１号

55 槇塚台小学校 南区槇塚台３丁３９番１号

56 野田小学校 東区北野田８９７番地の２

57 桃山台小学校 南区桃山台２丁６番１号

58 中百舌鳥小学校 北区中百舌鳥町６丁1033番地の2

59 竹城台東小学校 南区竹城台１丁１０番１号

60 庭代台小学校 南区庭代台３丁１２番１号

61 赤坂台小学校 南区赤坂台２丁２番１号

62 五箇荘東小学校 北区北花田町２丁２０３番地

63 西百舌鳥小学校 北区百舌鳥西之町１丁８２番地

64 城山台小学校 南区城山台１丁２０番１号
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65 家原寺小学校 西区家原寺町１丁７番１号

66 福田小学校 中区福田７２７番地

67 福泉上小学校 西区上１２７番地の１

68 御池台小学校 南区御池台２丁３番１号

69 新檜尾台小学校 南区新檜尾台３丁７番１号

70 金岡南小学校 北区金岡町１１８２番地の１

71 新金岡東小学校 北区新金岡町４丁１番９号

72 日置荘西小学校 東区日置荘西町６丁９番１号

73 八田荘西小学校 中区毛穴町２６８番地の２

74 福泉東小学校 西区草部９４６番地の１

75 八下西小学校 東区引野町１丁１１０番地

76 浜寺東小学校 西区浜寺船尾町東１丁１０１番地

77 東深井小学校 中区深井水池町３２１４番地

78 登美丘南小学校 東区草尾５９６番地

79 土師小学校 中区土師町３丁３５番１号

80 深井西小学校 中区深井北町９２６番地

81 新浅香山小学校 北区東浅香山町３丁３１番４号

82 上野芝小学校 西区神野町２丁２５番１号

83 深 阪小学校 中区深阪５丁１５番１号

84 黒 山小学校 美原区阿弥９３番地

85 平尾小学校 美原区平尾３６０番地

86 美 原 北小学校 美原区大保１９番地

87 八上小学校 美原区大饗１１７番地の１

88 美原西小学校 美原区太井５４８番地

89 さつき野小学校 美原区さつき野東１丁目６番地１

90 はるみ小学校 南区晴美台３丁３番１号

91 新湊小学校 堺区西湊町６丁６番１号

92 泉北高倉小学校 南区高倉台３丁５番１号

93 月州中学校 堺区神南辺町１丁１番地

94 浅香山中学校 堺区今池町５丁３番８号

95 殿馬場中学校 堺区櫛屋町東３丁２番１号

96 殿馬場夜中学校 堺区櫛屋町東３丁２番１号
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97 三国丘中学校 堺区向陵西町３丁６番１５号

98 金岡北中学校 北区新金岡町１丁５番１号

99 八下中学校 北区中村町９７７番地の２０

100 日置荘中学校 東区日置荘北町３丁１１番２８号

101 大浜中学校 堺区大浜南町２丁４番１号

102 陵西中学校 堺区大仙西町２丁７９番地

103 旭中学校 堺区大仙中町１１番１号

104 浜寺中学校 西区浜寺船尾町西５丁６０番地

105 上野芝中学校 西区上野芝向ヶ丘町５丁２５番1号

106 陵南中学校 北区百舌鳥西之町１丁７５番地

107 東百舌鳥中学校 中区新家町２６０番地

108 泉ヶ丘東中学校 中区陶器北１８４番地

109 福泉中学校 西区山田２丁５５番地

110 福泉南中学校 南区桃山台３丁７番１号

111 長尾中学校 北区長曽根町１１７９番地の５

112 登美丘中学校 東区高松４０８番地

113 宮山台中学校 南区宮山台１丁１番１号

114 若松台中学校 南区若松台３丁３４番１号

115 三原台中学校 南区三原台１丁１２番１号

116 晴美台中学校 南区晴美台３丁８番１号

117 原山台中学校 南区原山台４丁２番１号

118 庭代台中学校 南区庭代台２丁１９番１号

119 赤坂台中学校 南区赤坂台２丁１番１号

120 金岡南中学校 北区金岡町２４６９番地

121 美木多中学校 南区鴨谷台１丁４７番１号

122 五箇荘中学校 北区新堀町１丁８５番地の２

123 鳳中学校 西区鳳西町１丁１５９番地の１

124 八 田 荘中学校 中区八田北町５８０番地の１１

125 中百舌鳥中学校 北区中百舌鳥町６丁1034番地の11

126 大泉学園（中学校） 北区新金岡町４丁９番１号

127 深井中学校 中区深井沢町２４７０番地の１

128 平井中学校 中区平井３４６番地
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129 野田中学校 東区南野田１０１番地の１

130 津久野中学校 西区神野町２丁１６番１号

131 南八下中学校 東区菩提町２丁５８番地

132 深井中央中学校 中区深井北町２２０番地の１

133 浜寺南中学校 西区浜寺南町１丁５５番地

134 美原中学校 美原区小平尾３９０番地

135 美原西中学校 美原区大饗１０２番地の２

136 さつき野中学校 美原区さつき野西１丁目６番１

137 堺高等学校 堺区向陵東町１丁１０番１号

138 百舌鳥支援学校 北区百舌鳥西之町１丁124番地

139 百舌鳥支援学校(分校) 堺区大仙中町１１番２号

140 上神谷支援学校 南区御池台４丁２４番１号
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