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学校 118名 アンバイ株式会社 株式会社MONOLITH 株式会社フロンティア

※別紙 エア・ウォーター防災株式会社 株式会社PALME 株式会社フロンティアホールディングス

公務員(教員除く)53名 エヌフードファクトリー株式会社 株式会社ＷＩＴＳ 株式会社ベアハグ

大阪府警察本部（15名） オー・ジー株式会社 ｃｏｃｏｒｏＢｅ 株式会社マーキュリー

京都府警察本部（2名） かんでんエンジニアリング株式会社 EH株式会社 株式会社マルテー大塚

兵庫県警察本部（3名） コタ株式会社 ＥＬＪソーラーコーポレーション株式会社 株式会社メインランドジャパン

大分県警察本部 ゴルフリコ株式会社 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 株式会社ヤマモリ

徳島県警察本部 サラヤ株式会社（2名） ＮＰＯ法人和歌山ＹＭＣＡ 株式会社ユニティー

和歌山県警察本部 サンコーインダストリー株式会社 Ｓｕｐｒｉｅｖｅ株式会社 株式会社レオン都市開発

愛媛県警察本部 シンコー株式会社 UHA味覚糖株式会社 株式会社ローヤルエンジニアリング

警視庁 スターポリス株式会社 株式会社アイティフォース 株式会社ワークマン

大阪市消防局（5名） セキスイハイム近畿株式会社 株式会社アウトソーシングテクノロジー 株式会社ワン・ダイニング（4名）

加古川市消防本部（3名） ダイワボウ情報システム株式会社 株式会社アスタリスク 株式会社ワンズウェイ

東京消防庁（2名） チモロ株式会社 株式会社アルペン（2名） 株式会社一条工務店

河内⾧野市消防本部 つるや株式会社（つるやゴルフ） 株式会社エービーシーマート 株式会社柿本商会

貝塚市消防本部 テルウェル西日本株式会社 株式会社エルセーヌ・ファクトリー 株式会社高槻自動車教習所

堺市消防局 トップ産業株式会社 株式会社オフィスS.I.C 株式会社三十三フィナンシャルグループ

三木市消防本部 トヨタカローラ新大阪株式会社 株式会社かんでんエンジニアリング 株式会社資生堂

若狭消防組合消防本部 トヨタカローラ中京株式会社 株式会社キング・ライン 株式会社酒直

芦屋市消防本部 トヨタカローラ南海株式会社（2名） 株式会社クリエイターズボックス 株式会社新通

鳥取県東部広域行政管理組合消防局 ニプロ株式会社 株式会社ザナックス 株式会社西原商会

尼崎市消防局 ノバシステム株式会社 大阪本社 株式会社サンセイテクノス 株式会社西辻工務店

美方広域消防本部 フォーシーズンズ株式会社 株式会社シブタニ 株式会社青木松風庵

彦根市消防本部 ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社 株式会社シュゼット 株式会社仙台銘板

和歌山市消防局 ブリヂストンリテールジャパン株式会社 株式会社ジョブカーズ 株式会社泉建設工業

法務省 矯正局 大阪刑務所 プレミアグループ株式会社 株式会社シロクマ 株式会社大倉

防衛省 海上自衛隊 ホーコス株式会社 株式会社ダイレクトマーケティングミックス（2名） 株式会社第一物産

法務省 法務教官 メットライフ生命保険株式会社 株式会社タスク 株式会社池田泉州銀行

刑務官 ユースキン製薬株式会社 株式会社デイリースポーツ 株式会社中商

高野町役場 ライクスタッフィング株式会社 株式会社テラオカ関西 株式会社⾧野パルセイロ・アスレチッククラブ

法務省 矯正局 大阪刑務所 リーテイルブランディング株式会社 株式会社トラストマテリアル 株式会社鶴見製作所

防衛省 海上自衛隊 リゾートトラスト株式会社 株式会社ネクサスエージェント 株式会社日興商会（3名）

企業 205名 レクストホールディングス株式会社 株式会社ネクシィーズグループ 株式会社日本技術センター

アーネストワン 一般社団法人刻 アフタースクール七彩 株式会社はなまる（2名） 株式会社穂高住販

アイフル株式会社 奥アンツーカ株式会社 株式会社ハブ 株式会社夢真

アイリスオーヤマ株式会社 岡部株式会社 株式会社ビロー 株式会社野澤工務店（2名）

アキレスアンドセンチュリオ株式会社 株式会社ＣＯＮＹ ＪＡＰＡＮ 株式会社ヒロクラ 株式会社髙山

アサヒ飲料販売株式会社 株式会社ＣＯＲＥ技術研究所 株式会社プレサンスコーポレーション 関西日立株式会社

アルビス株式会社 株式会社ＦＣ ＴＩＡＭＯ 株式会社プレサンス住販 丸五基礎工業株式会社

アンダーツリー株式会社 株式会社ＦＩＶＥ．Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 株式会社プレミアアシスト 京阪電気鉄道株式会社（2名）
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共栄サービス株式会社 日本情報産業株式会社（2名） 株式会社ジョワ 西宮ストークス

共同エンジニアリング株式会社 日本製図器工業株式会社 株式会社笑 ハートビーツ（2名）

公益財団法人大阪武道振興協会 大阪市立修道館 日本通運株式会社 株式会社湯山製作所 【柔道】

広島ガスプロパン株式会社 八戸缶詰株式会社 社会福祉法人南山城学園 女子柔道部ヤックス

国立曽爾青少年自然の家 姫路信用金庫（2名） 若狭整骨院 【陸上】

佐川急便株式会社 浜松磐田信用金庫 プロ・実業団 43名 ひめぎん女子陸上部

阪急電鉄株式会社（2名） 布亀株式会社 【サッカー】 自営・個人事業 2名

阪神電気鉄道株式会社 福岡県立社会教育総合センター 本田技研工業フットボールクラブ 株式会社NAN

阪和工材株式会社 兵庫日産自動車株式会社 水戸ホーリーホック Video Shot

三井不動産リアルティ株式会社 明治安田生命保険相互会社 鹿児島ユナイテッドFC 未定 20名

三光ソフラン株式会社 和工業 ホンダロックSC 講師待ち（3名）

三重トヨペット株式会社 スポーツ関連 37名 鹿島アントラーズ 活動中（15名）

三菱倉庫株式会社 あさひ体操教室 ファジアーノ岡山 不明（2名）

三洋住宅株式会社 オリンピアスポーツクラブ 鈴鹿ポイントゲッターズ 進学・留学 18名

山崎製パン株式会社 シンコースポーツ九州株式会社 FC徳島 大阪体育大学大学院（７名）

山内株式会社 スポーツウィル株式会社（2名） AC⾧野パルセイロ 和歌山県農林大学校
社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会 大阪市⾧居障がい者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ スポーツコミュニティ株式会社 アルテリーヴォ和歌山 富山大学教職大学院

上新電機株式会社 ノアインドアステージ株式会社 ヴィアティン三重 滋賀大学 教職大学院

新日本住設株式会社 マックスポーツ株式会社 アルティスタ浅間 山梨大学教職大学院

神谷機工株式会社 マック体操クラブ（2名） レノファ山口FC 大阪教育大学特別支援教育特別専攻科

西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本） モリス株式会社 ボンボネーラ岐阜 信州大学大学院

西部電気建設株式会社 リーフラス株式会社（3名） スペランツァ大阪高槻 佛教大学 通信教育課程

誠光電気株式会社 株式会社Cloud Nine 【ハンドボール】 履正社スポーツ医療専門学校

石黒メディカルシステム株式会社 株式会社g-zone トヨタ自動車東日本ハンドボール部レガロッソ 吉本総合芸能学院

積水ハウス株式会社 株式会社ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（5名) BLUE SAKUYA（2名） 柳川リハビリテーション学院

積水ハウス不動産関西株式会社 株式会社RealStyle ブレイヴキングス アメリカ

大果大阪青果株式会社 ＨＯＳ株式会社 イズミメイプルレッズ（2名） その他 28名

大喜産業株式会社 ＲＩＺＡＰ株式会社 香川銀行チームハンド（2名） 神戸ピックルボール協会

大阪シティ信用金庫 株式会社サンリバー Honey Bee（3名） 備前市地域おこし協力隊

大阪トヨペット株式会社 株式会社トライアス 大同特殊鋼ハンドボール部フェニックス 宗教法人パーフェクトリバティー教団

神戸トヨペット株式会社（3名） 株式会社パームス 【野球】 科目等履修生（2名）

大阪厚生信用金庫（3名） 株式会社ハイジア 石狩レッドフェニックス アルバイト（23名）

大阪商工信用金庫 株式会社ヤマウチ（2名） 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ

大阪日野自動車株式会社 株式会社水夢 ミキハウス硬式野球部

大誠株式会社 公益財団法人フィットネス２１事業団 ジェイエフエフシステムズ 硬式野球部

大日本除虫菊株式会社 公益財団法人大分県スポーツ協会 東邦ガス硬式野球部

大和ハウス工業株式会社 木幸スポーツ企画株式会社 マツゲン箕島硬式野球部

但陽信用金庫 幼児活動研究会株式会社（3名） 【ラグビー】

中央自動車工業株式会社（2名） 医療・福祉 11名 島津製作所Breakers

中原興業株式会社 ＳＯＭＰＯケア株式会社 神戸ファストジャイロ

東山産業株式会社（3名） シミズ薬品株式会社 丸和運輸機関AZ-MOMOTAROS

東和薬品株式会社 医療法人仁真会 白鷺病院 【バスケ】

南部建設株式会社 株式会社コンディショニングラボ 日立金属ブルドッグス

日産プリンス名古屋販売株式会社 株式会社ジーシー（2名） 大阪エヴェッサ

2020年度 体育学部 卒業生進路先一覧表


