
行政区分 団体名 郵便 所在地

西宮市 大社中学校 662-0021 西宮市神原12-45

西宮市 上ヶ原中学校 662-0883 西宮市上ヶ原九番町2-107

西宮市 甲陵中学校 662-0813 西宮市上甲東園2丁目11-20

西宮市 浜脇中学校 662-0947 西宮市宮前町3-5

西宮市 苦楽園中学校 662-0081 西宮市苦楽園三番町 14-1

西宮市 高須中学校 663-8141 西宮市高須町2丁目1-48

西宮市 甲武中学校 663-8011 西宮市樋ノ口町1-7-55

西宮市 浜甲子園中学校 663-8185 西宮市古川町2-60

西宮市 上甲子園中学校 663-8114 西宮市上甲子園4丁目9-11

西宮市 今津中学校 663-8228 西宮市今津二葉町5-15

西宮市 鳴尾中学校 663-8178 西宮市甲子園八番町1-26

西宮市 鳴尾南中学校 663-8141 西宮市高須町1丁目1-36

西宮市 深津中学校 663-8203 西宮市深津町6-75

西宮市 山口中学校 651-1421 西宮市山口町上山口 2丁目3-43

西宮市 塩瀬中学校 669-1136 西宮市名塩木之元2-8

西宮市 真砂中学校 663-8224 西宮市今津真砂町1-10

西宮市 平木中学校 662-0835 西宮市平木町6-19

西宮市 瓦木中学校 663-8024 西宮市薬師町4-15

西宮市 関西学院中学部 662-8501 西宮市上ヶ原一番町1-155

西宮市 総合教育センター附属西宮浜義務教育学校 662-0934 西宮市西宮浜4丁目2番31号

芦屋市 山手中学校 659-0087 芦屋市三条町39-10

芦屋市 潮見中学校 659-0043 芦屋市潮見町20-1

宝塚市 長尾中学校 665-0873 宝塚市長尾町7-1

宝塚市 宝塚中学校 665-0834 宝塚市美座1丁目1-20

宝塚市 南ひばりガ丘中学校 665-0811 宝塚市南ひばりガ丘2丁目7-1

宝塚市 中山五月台中学校 665-0871 宝塚市中山五月台4丁目20-1

宝塚市 宝梅中学校 665-0013 宝塚市宝梅3丁目4-20

宝塚市 宝塚第一中学校 665-0064 宝塚市仁川うぐいす台1-1

宝塚市 安倉中学校 665-0822 宝塚市安倉中6丁目3-1

宝塚市 高司中学校 665-0051 宝塚市高司2丁目3-1

宝塚市 御殿山中学校 665-0841 宝塚市御殿山1丁目3-1

宝塚市 光ガ丘中学校 665-0015 宝塚市光ガ丘2丁目15-1

宝塚市 山手台中学校 665-0886 宝塚市山手台西1丁目4-1

宝塚市 西谷中学校 669-1211 宝塚市大原野字石保46

宝塚市 雲雀丘学園中学校 665-0805 宝塚市雲雀丘4丁目2-1

三田市 上野台中学校 669-1506 三田市志手原 1145

三田市 長坂中学校 669-1355 三田市長坂 484

三田市 八景中学校 669-1524 三田市八景町 1205

三田市 狭間中学校 669-1545 三田市狭間が丘4丁目1

三田市 富士中学校 669-1547 三田市富士が丘3丁目25番地

三田市 藍中学校 669-1349 三田市大川瀬1307-36

三田市 ゆりのき台中学校 669-1324 三田市ゆりのき台2丁目1-1

三田市 けやき台中学校 669-1321 三田市けやき台2丁目1

丹波篠山市 丹南中学校 669-2214 丹波篠山市味間新192

丹波篠山市 今田中学校 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田 11

丹波篠山市 西紀中学校 669-2734 丹波篠山市宮田 175

丹波篠山市 篠山東中学校 669-2406 丹波篠山市泉若林1-1

丹波市 氷上中学校 669-3601 丹波市氷上町成松 103

丹波市 青垣中学校 669-3812 丹波市青垣町小倉 365-1

丹波市 柏原中学校 669-3301 丹波市柏原町南多田 1226

丹波市 山南中学校 669-3131 丹波市山南町谷川 65

丹波市 市島中学校 669-4321 丹波市市島町上垣 2002

丹波市 春日中学校 669-4132 丹波市春日町野村2476
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西宮市 市立西宮高等学校 662-0872 西宮市高座町14-117

西宮市 市立西宮東高等学校 663-8185 西宮市古川町1-12

西宮市 仁川学院中学・高等学校 662-0812 西宮市甲東園2丁目13-9

西宮市 西宮甲山高等学校 662-0004 西宮市鷲林寺字剣谷10

西宮市 西宮高等学校 662-0813 西宮市上甲東園2丁目4-32

西宮市 西宮北高等学校 662-0082 西宮市苦楽園二番町 16-80

西宮市 甲陽学院高等学校 662-0096 西宮市角石町3-138

西宮市 甲子園学院中学校高等学校 663-8107 西宮市瓦林町4-25

西宮市 西宮今津高等学校 663-8154 西宮市浜甲子園4-1-5

西宮市 西宮南高等学校 663-8141 西宮市高須町2-1-43

西宮市 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 663-8143 西宮市枝川町4-16

西宮市 報徳学園高等学校 663-8003 西宮市上大市5丁目28-19

西宮市 関西学院高等部 662-8501 西宮市上ヶ原一番町1-155

西宮市 鳴尾高等学校 663-8182 西宮市学文殿町2丁目1-60

西宮市 神戸女学院高等学部 662-8505 西宮市岡田山4-1

芦屋市 芦屋高等学校 659-0063 芦屋市宮川町6-3

芦屋市 芦屋国際中等教育学校 659-0031 芦屋市新浜町1-2

宝塚市 宝塚高等学校 665-0024 宝塚市逆瀬台2丁目2-1

宝塚市 宝塚西高等学校 665-0025 宝塚市ゆずり葉台1-1-1

宝塚市 宝塚東高等学校 665-0871 宝塚市中山五月台1丁目12-1

宝塚市 宝塚北高等学校 665-0847 宝塚市すみれガ丘4丁目1-1

宝塚市 雲雀丘学園高等学校 665-0805 宝塚市雲雀丘4丁目2-1

三田市 三田学園中学校･高等学校 669-1535 三田市南が丘2丁目13-65

三田市 三田西陵高等学校 669-1324 三田市ゆりのき台3丁目4

三田市 北摂三田高等学校 669-1545 三田市狭間が丘1丁目1-1

三田市 三田松聖高等学校 669-1342 三田市四ツ辻1430

三田市 有馬高等学校 669-1531 三田市天神2丁目1-50

三田市 三田祥雲館高等学校 669-1337 三田市学園1丁目1

丹波篠山市 篠山産業高等学校 669-2341 丹波篠山市郡家 403-1

丹波篠山市 篠山鳳鳴高等学校 669-2318 丹波篠山市大熊 369

丹波篠山市 篠山東雲高等学校 669-2513 丹波篠山市福住1260番地

丹波市 柏原高等学校 669-3302 丹波市柏原町東奥 50

丹波市 氷上高等学校 669-4141 丹波市春日町黒井77


