
府県 市町村 実施会場（校） 実施時間 市町村 実施会場（校） 実施時間 府県 市町村 実施会場（校） 実施時間

和泉中央 13:00～18：00 和泉中央 13:00～18：00 和泉市 和泉中央 13：10－16：20

和泉のぞみ野 13:00～18：00 和泉のぞみ野 13:00～18：00 大阪狭山市 金剛 13:00-16:30

大阪狭山市 金剛 13:00-18:20 大阪狭山市 金剛 13:00-18:20 城東 13：00-16：10

上本町 9:00-14:10 上本町 9:00-14:10 大正駅前 9:30－12：50

城東 13：00-17：50 城東 13：00-17：50 西田辺 13：00－16：20

住吉浜口 13：00－18：00 住吉浜口 13：00－18：00 放出 13：00‐16：25

大正駅前 9：00－15：20 大正駅前 9：00－15：20 鶴見 13：00‐16：25

西田辺 13:00-18:00 西田辺 13:00-18:00 上本町 13:00-16:20

西長堀 9：00－15：30 西長堀 9：00－15：30 柏原市 柏原 13:30-17：30

放出 13：00‐18：10 放出 13：00‐18：10 交野市 交野 13:00-17:00

鶴見 13：00‐18：10 鶴見 13：00‐18：10 岸和田市 岸和田 12:30-15:45

柏原市 柏原 13：00-18：00 柏原市 柏原 13：00-18：00 鳳 10:00-13:15

交野市 交野 13:00-18:00 交野市 交野 13:00-18:00 金岡 13：00‐16：25

岸和田市 岸和田 12:30-17:30 岸和田 12:30-17:30 北野田 13:00～16：20

鳳 10:00-15:15 東岸和田 12:30-17:30 光明池 13：10－16：20

金岡 13：00‐18：10 鳳 10:00-15:15 三国丘 9：00ー13：00

北野田 13：00－18：00 金岡 13：00‐18：10 堺初芝 13:00～16：20

光明池 13：10－18：00 光明池 13：10－18：00 なかもず 13:00～16：20

三国丘 9：00-15：30 北野田 13：00－18：00 堺大小路 13:00～16：20

堺初芝 13:00～18：00 三国丘 9：00-15：30 四條畷市 四条畷 13:00－16:45

なかもず 13:00～18：00 堺初芝 13:00～18：00 吹田市 豊津 13:00-16:45

堺大小路 13:00～18：00 なかもず 13:00～18：00 泉南郡熊取町 熊取 12:30-15:45

四條畷市 四条畷 13:00-18:30 堺大小路 13:00～18：00 高石市 高石 13：00－16：20

千里丘 9:00-14:10 四條畷市 四条畷 13:00-18:30 桃山台 14:00-17:20

豊津 13:00-18:00 千里丘 9:00-14:10 旭ヶ丘 13:00-17:00

泉南郡熊取町 熊取 12:30-17:30 豊津 13:00-18:00 富田林 17:45-21:15

大東市 大東 13:00-18:00 大東市 大東 13:00-18:00 喜志 13：00～16：20

高石市 高石 13:00～18：00 高石市 高石 13:00～18：00 金剛東 13：00－16：30

旭ヶ丘 13:00-18:20 旭ヶ丘 13:00-18:20 寝屋川市 香里園 14：00－17：20

桃山台 13:00-18:00 桃山台 13:00-18:00 羽曳野市 古市 13：00－16：30

喜志 13：00～18：00 喜志 13：00～18：00 東大阪市 小阪 13:10～16:30

金剛東 13：00－18：10 金剛東 13：00－18：10 藤井寺市 藤井寺 13：10－16：20

富田林 10:00-15:10 富田林 10:00-15:10 吹田市 千里丘 13:00-16:20

寝屋川 9：00－15：20 寝屋川 9：00－15：20 藤井寺 藤井寺 13：00－16：30

香里園 13：00－18：00 香里園 13：00－18：00 松原天美 13：00－16：30

羽曳野市 古市 13：00－18：10 羽曳野市 古市 13：00－18：10 河内松原 14：30－18：00

東大阪市 小阪 13:00～18:00 東大阪市 小阪 13:00～18:00 八尾 13:00-16:30

枚方市 長尾 9:00－15:30 枚方市 長尾 9:00－15:30 高安 13：00－16：25

藤井寺市 藤井寺 13：00－18：10 藤井寺市 藤井寺 13：00－18：10

河内松原 14：30－19：40 河内松原 14：30－19：40

松原天美 13：00－18：10 松原天美 13：00－18：10

八尾 13:00-18:10 八尾 13:00-18:10

高安 13:00-18:10 高安 13:00-18:10

大阪府

大阪府

2022年12月4日（日）実施_中3公立対策模試＆中1・2文理学科10高模試  実施会場一覧

中3  【５教科】 中1・中2 【３教科】

公立対策模試【Ｂ】 公立対策模試【Ｃ】 文理学科10高模試
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