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①学校　124名 株式会社アイル 木幸スポーツ企画株式会社 株式会社ゼロハウス

体育学部就職決定状況（学校）参照※1 ACT株式会社 株式会社協成 株式会社千成亭風土

②公務員(教員除く)46名 旭ダイヤモンド工業株式会社 株式会社京都プラテック 株式会社ソフトウェア・サービス

大阪府警察本部（6名） 公益財団法人 足利市みどりと文化・スポーツ財団 株式会社クォーク 第一法規株式会社

兵庫県警察本部（2名） アチハ株式会社 グリーンホスピタルサプライ株式会社 大和ハウス工業株式会社

岡山県警察本部 アビリティーズ・ケアネット株式会社 ゲンキー株式会社 大和冷機工業株式会社

沖縄県警察本部 アビリティーセンター株式会社 神戸トヨペット株式会社 株式会社高垣工務店

警視庁 アポロ興産株式会社 株式会社ゴールドファステート タカハシガリレイ株式会社

皇宮警察本部 アルインコ株式会社 株式会社コスモス薬品 株式会社たけうち

滋賀県警察 株式会社アルペン（2名） 小林製薬株式会社 株式会社田島木材

広島県警察本部 アンデス物流株式会社（2名 ） 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン TAS+LLC

福井県警察本部 株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス サカイサイクル株式会社（2名） ＳＷＳ西日本株式会社

和歌山県警察本部 株式会社イーエスプランニング 株式会社サカイ引越センター 中央自動車工業株式会社

尼崎市消防局（2名） イーストエンドカンパニー株式会社 株式会社SAN NEXAS（2名） 株式会社鶴見製作所

神戸市消防局（2名） IKOI GROUP 株式会社CWS つるや株式会社（つるやゴルフ）

西宮市消防局（2名） 株式会社石井スポーツ Ｃ－Ｕｎｉｔｅｄ株式会社 ディーエムソリューションズ株式会社

岡山市消防局 いずみの農業協同組合（ＪＡいずみの） 株式会社ジーライオン テクノロール株式会社

乙訓消防組合 株式会社一条工務店 株式会社ジーリンクスタジオ 株式会社テラオカ関西

加古川市消防本部 株式会社ウィルグループ 財団法人滋賀レイクスターズ 株式会社東海近畿クボタ

柏原羽曳野藤井寺消防組合 宇野株式会社 株式会社静岡銀行 東海旅客鉄道株式会社

札幌市消防局 株式会社ＡＣＮ不動産 株式会社システナ 東建コーポレーション株式会社

東京消防庁 株式会社エービーシー・マート（2名） 株式会社シティトラスト不動産 株式会社ドウシシャ

芦屋市消防本部 株式会社エクストリンク しまなみ信用金庫 東洋テック株式会社

西はりま消防組合 エスリード株式会社 ジャパンギャランティサービス株式会社 株式会社トマト銀行

枚方寝屋川消防組合 エバーラケット株式会社 新晃アトモス株式会社 トヨタカローラ大阪株式会社

法務所　矯正局（5名） 株式会社オーキー jinjer株式会社 トヨタカローラ香川株式会社

かつらぎ町役場 大阪日野自動車株式会社 信用組合広島商銀 トヨタカローラ新大阪株式会社

岐阜市役所 大阪マツダ販売株式会社 株式会社スギモト トヨタカローラ和歌山株式会社

宍粟市役所 公益財団法人大阪ＹＭＣＡ 株式会社スクールパートナー 株式会社トレジャー・ファクトリー

豊岡市役所 株式会社大塚商会（2名） Ｓｕｐｒｉｅｖｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 ナカザワ建販株式会社

羽島市役所 株式会社オーティーエス スポーツウィル株式会社 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

守山市役所 株式会社大藤つり具 株式会社住居時間 株式会社名古屋東通

防衛省　海上自衛隊（3名） 岡安商事株式会社 住友生命保険相互会社 南海電気鉄道株式会社

法務省　法務教官 公益財団法人岡山市ふれあい公社 株式会社スリーエーコンサルティング 株式会社南西楽園リゾート

③企業　206名 株式会社オリエンタルベーカリー セイホ工業株式会社 株式会社西尾家具工芸社

アークレイ株式会社 株式会社オンテックス（2名） 積水ハウス株式会社 西垣林業株式会社　桜井本社

ＵＲＢＡＮＦＩＴ24 嘉手川保険事務所 積水メディカル株式会社 株式会社日伝

ＩＭＶ株式会社 カトープレジャーグループ 摂津樹脂工業株式会社 ニッケン文具株式会社

アイオ株式会社 株式会社カミタケモータース ゼット株式会社 株式会社日興商会（2名）

アイリスオーヤマ株式会社 株式会社関西丸和ロジスティクス ゼビオ株式会社 日生住建株式会社
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日本交通株式会社 株式会社山上 株式会社Real Style アスリート

日本マクドナルド株式会社 山口トヨペット株式会社 リーフラス株式会社 【野球】

株式会社ネクシィーズグループ 株式会社山産 株式会社ＷＡＦＡ　ＷＡＦＡ鍼灸整骨院 香川オリーブガイナーズ

株式会社ネクステージ（3名） 株式会社山星屋 ⑤医療・福祉　15名 エイジェック女子硬式野球部

株式会社ＮＥＳＴＡ　ＲＥＳＯＲＴ（2名） 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（3名 ） 社会福祉法人愛樹会 【バスケットボール】

ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 株式会社ユニクロ 特定非営利活動法人障害者の自立を支えるサポートネットワーク 徳島ガンバロウズ

株式会社ハートフレンド 株式会社ヨコハマタイヤジャパン ＳＯＭＰＯケア株式会社 アランマーレ秋田

八代製薬株式会社 LAVA International 社会福祉法人紀三福祉会 【バレーボール】

ハリマ共和物産株式会社 リアルディール 社会福祉法人博光福祉会 倉敷アブレイズ

はるやま商事株式会社 株式会社リグア 放課後等デイサービス　ウィズ・ユー千里園 【剣道】

株式会社阪神メタリックス リゾートトラスト株式会社 社会福祉法人福祥福祉会 久門製作所剣道部

株式会社阪南ビジネスマシン 株式会社liberty 日本メドトロニック株式会社 トールエクスプレスジャパン㈱大阪支店

株式会社ｂｉｉｍａ リベラルソリューション株式会社 エム・シー・ヘルスケアグループ ⑦自営・個人事業　3名

株式会社ビッグモーター（2名） 株式会社 琉球新報開発 株式会社ALTURA 自営業（1名）

株式会社ヒマラヤ 立建設株式会社 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会 フリーランス（2名）

社団法人・ひまわりキッズ レイス株式会社 セントケア四国株式会社 ⑧未定　8名

平川商事株式会社 株式会社ロードカー 社会福祉法人遺徳会 活動中（6名）

株式会社平山 株式会社ワールドインテック 社会福祉法人大阪福祉事業財団 不明（2名）

FOCUS株式会社 和歌山日産自動車株式会社 株式会社ハーベスト（アプリシェイトグループ） ⑨進学・留学　20名

フォーシーズンズ株式会社 ④スポーツ関連　37名 ⑥プロ・実業団　37名 大阪体育大学大学院（10名）

株式会社フジデン RDC FITNESS株式会社 【サッカー】 鳴門教育大学大学院

株式会社フジみらい イオンリテール株式会社 飛鳥FC 神戸親和女子大学

フランスベッド株式会社（3名） 株式会社ウィズ FCバレイン下関 総合学園ヒューマンアカデミー（2名）

ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社（2名） 株式会社エヌ・エス・アイ 愛媛ＦＣ 大原学園専門学校（2名）

株式会社ブルボン 公益財団法人京都ＹＭＣＡ ソニー仙台FC 学校法人日本教育財団大阪医専

株式会社文教スタヂオ 株式会社ジェイエスエス ホンダロックSC Cebu International Academy

株式会社ベストブライダル 株式会社ＴＨＩＮＫフィットネス テゲバジャーロ宮崎 JAPANサッカーカレッジ

株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス スポーツインテリジェンス株式会社 セレッソ大阪堺レディース スペイン

北陸綜合警備保障株式会社 株式会社スポーツ企画スプラージ FC今治レディース ⑩その他　19名

株式会社ホットスタッフ スポーツコミュニティ株式会社 beillevaire アルバイト（19名）

本田技研工業株式会社 株式会社ＺＥＮ　ＰＬＡＣＥ FC刈谷（3名）

株式会社マーキュリー（2名） 株式会社テニスユニバース 鹿児島ユナイテッドFC

株式会社マーブル 株式会社 ビートスイミングクラブ まいづる 【ハンドボール】

株式会社マイナビ 株式会社ｂｉｉｍａ ゴールデンウルヴス福岡（2名）

株式会社松本山雅 株式会社ファクトリージャパングループ（3名） 北國銀行ハニービー（2名）

株式会社マルテー大塚 株式会社ＦＥＥＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ（2名） イズミメイプルレッズ（2名）

株式会社丸和運輸機関 公益財団法人福岡県スポーツ協会 香川銀行チームハンド（2名）

三菱電機株式会社 豊生スポーツ株式会社 BLUE SAKUYA

ミヤコ産業株式会社 みずふね体操クラブ 大阪ラヴィッツ

明星工業株式会社 マック体操クラブ 【ラグビー】

株式会社物語コーポレーション ミズノスポーツサービス株式会社 島津ブレイカーズ（2名）

モリ工業株式会社 幼児活動研究会株式会社 AZ-MOMOTARO'S（3名）

株式会社モリヤマスポーツ 株式会社ラスイート シャイニングアークス東京ベイ浦安

ヤスダエンジニアリング株式会社 株式会社Lava International（7名） 【陸上】
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