
 
曜日 時限 クラス 初回集合場所 コース 開講期 履修番号 担当者 種目 場所

春学期 3930 成田　健造 アクアスポーツ プール
秋学期 3963 澤井　和彦 オルタナティブスポーツ ＳＲ１１

春学期 3931 澤井　和彦 オルタナティブスポーツ ＳＲ１１
秋学期 3964 今野　和志 卓球 スポーツルームＡ

春学期 3932 今野　和志 サッカー グラウンド
秋学期 3965 成田　健造 アクアスポーツ プール

春学期 3933 川口　啓太 ソフトボール グラウンド
秋学期 3966 成田　健造 アクアスポーツ プール

春学期 3934 成田　健造 アクアスポーツ プール
秋学期 3967 今野　和志 卓球 スポーツルームＡ

春学期 3935 今野　和志 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 3968 川口　啓太 バスケ・フットサル メインホール

春学期 3936 今野　和志 バスケ(3on3）・ユニホック・ダーツ ＳＲ１１
秋学期 3969 成田　健造 アクアスポーツ プール

春学期 3937 成田　健造 アクアスポーツ プール
秋学期 3970 清水　和弘 バスケ・バレー メインホール

春学期 3938 清水　和弘 バスケ・バレー メインホール
秋学期 3971 今野　和志 バレーボール・バドミントン サブホール

春学期 3939 澤井　和彦 オルタナティブスポーツ ＳＲ１１
秋学期 3972 清水　和弘 フィットネス フィットネスルーム

春学期 3940 清水　和弘 バスケ・バレー メインホール
秋学期 3973 今野　和志 サッカー グラウンド

春学期 3941 今野　和志 フィットネス フィットネスルーム
秋学期 3974 成田　健造 アクアスポーツ プール

春学期 3942 束原　文郎 バスケ・フットサル メインホール
秋学期 3975 佐伯　徹郎 フィットネス フィットネスルーム

春学期 3943 志賀　充 バドミントン サブホール
秋学期 3976 束原　文郎 バスケ・フットサル メインホール

春学期 3944 佐伯　徹郎 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 3977 志賀　充 バドミントン サブホール

春学期 3945 束原　文郎 バスケ・フットサル メインホール
秋学期 3978 佐伯　徹郎 フィットネス フィットネスルーム

春学期 3946 志賀　充 バドミントン サブホール
秋学期 3979 束原　文郎 バスケ・フットサル メインホール

春学期 3947 佐伯　徹郎 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 3980 志賀　充 バドミントン サブホール

春学期 3948 川口　啓太 バレーボール・フットサル サブホール
秋学期 3981 志賀　充 ゴルフ ゴルフ練習場

春学期 3949 志賀　充 フィットネス フィットネスルーム
秋学期 3982 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ

春学期 3950 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 3983 川口　啓太 フィットネス フィットネスルーム

春学期 3951 志賀　充 サッカー グラウンド
秋学期 3984 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ

春学期 3952 川口　啓太 バレーボール・フットサル サブホール
秋学期 3985 志賀　充 ゴルフ ゴルフ練習場

春学期 3953 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 3986 川口　啓太 バスケ・フットサル メインホール

春学期 3954 朴　周鳳 テニス テニス場
秋学期 3987 片瀬　文雄 ユニホック スポーツルームＢ

春学期 3955 木村　博人 バスケ・フットサル メインホール
秋学期 3988 朴　周鳳 バレーボール・バドミントン サブホール

春学期 3956 片瀬　文雄 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 3989 木村　博人 テニス テニス場

春学期 3957 朴　周鳳 テニス テニス場
秋学期 3990 木村　博人 バスケ・フットサル メインホール

春学期 3958 片瀬　文雄 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 3991 朴　周鳳 バレーボール・バドミントン サブホール

春学期 3959 木村　博人 バレーボール・バドミントン サブホール
秋学期 3992 片瀬　文雄 フィットネス フィットネスルーム

【履修にあたっての注意事項】 事務使用欄

春Ａ再・水5・清水和弘・3960

秋Ｂ再・水5・清水和弘・3993

秋Ａ再・金5・後藤　肇・3961

春Ｂ再・金5・後藤　肇・3994

春ＡＣ・金2・川口啓太・3962

秋ＢＣ・金2・川口啓太・3995

２０１９年度　体育・スポーツ実習A・B一覧表

１９・２３・２５ メインホール

１・５・１１

【☞裏面に 基礎演習・文章表現 組分表　があります。必ず確認してください。】
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８・２１・２７ サブホール
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１８・２２・２６ サブホール
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⑤既往症などにより、受講できないコースがある場合は、第１回目の授業で担当教員の指示を受けること。

②それぞれ，ア，イ，ウの３つのコースに分かれているので，履修登録時に注意すること。

①自分のクラス以外の授業は履修できない。

　 例：23組の学生が、水曜日１時限のアを選んだ場合，春学期に成田先生，秋学期に澤井先生を登録する。

③初回授業で、コースを決定する。よって，初回は服装の準備は不要。

④ウのコースは女子優先。


