
 

曜日 時限 クラス 初回集合場所 コース 開講期 担当者 種目 場所
春学期 渡邊　新一郎 アクアスポーツ プール
秋学期 澤井　和彦 オルタナティブスポーツ ＳＲ１１
春学期 澤井　和彦 オルタナティブスポーツ ＳＲ１１
秋学期 今野　和志 卓球 スポーツルームＡ
春学期 今野　和志 サッカー グラウンド
秋学期 渡邊　新一郎 アクアスポーツ プール
春学期 川口　啓太 ソフトボール グラウンド
秋学期 渡邊　新一郎 アクアスポーツ プール
春学期 渡邊　新一郎 アクアスポーツ プール
秋学期 今野　和志 卓球 スポーツルームＡ
春学期 今野　和志 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 川口　啓太 バスケ・フットサル メインホール
春学期 今野　和志 バスケ(3on3）・ユニホック・ダーツ ＳＲ１１
秋学期 渡邊　新一郎 アクアスポーツ プール
春学期 渡邊　新一郎 アクアスポーツ プール
秋学期 今野　亮 バスケ・バレー メインホール
春学期 今野　亮 バスケ・バレー メインホール
秋学期 今野　和志 バレーボール・バドミントン サブホール
春学期 澤井　和彦 オルタナティブスポーツ ＳＲ１１
秋学期 今野　亮 フィットネス フィットネスルーム
春学期 今野　亮 バスケ・バレー メインホール
秋学期 今野　和志 サッカー グラウンド
春学期 今野　和志 フィットネス フィットネスルーム
秋学期 渡邊　新一郎 アクアスポーツ プール
春学期 中村　真博 フライングディスク メインホール
秋学期 佐伯　徹郎 フィットネス フィットネスルーム
春学期 志賀　充 バドミントン サブホール
秋学期 中村　真博 フライングディスク メインホール
春学期 佐伯　徹郎 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 志賀　充 バドミントン サブホール
春学期 中村　真博 フライングディスク メインホール
秋学期 佐伯　徹郎 フィットネス フィットネスルーム
春学期 志賀　充 バドミントン サブホール
秋学期 中村　真博 フライングディスク メインホール
春学期 佐伯　徹郎 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 志賀　充 バドミントン サブホール
春学期 川口　啓太 バレーボール・フットサル サブホール
秋学期 志賀　充 ゴルフ ゴルフ練習場
春学期 志賀　充 フィットネス フィットネスルーム
秋学期 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ
春学期 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 川口　啓太 フィットネス フィットネスルーム
春学期 志賀　充 サッカー グラウンド
秋学期 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ
春学期 川口　啓太 バレーボール・フットサル サブホール
秋学期 志賀　充 ゴルフ ゴルフ練習場
春学期 桑森　真介 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 川口　啓太 バスケ・フットサル メインホール
春学期 朴　周鳳 テニス テニス場
秋学期 片瀬　文雄 ユニホック スポーツルームＢ
春学期 木村　博人 バスケ・フットサル メインホール
秋学期 朴　周鳳 バレーボール・バドミントン サブホール
春学期 片瀬　文雄 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 木村　博人 テニス テニス場
春学期 朴　周鳳 テニス テニス場
秋学期 木村　博人 バスケ・フットサル メインホール
春学期 片瀬　文雄 卓球 スポーツルームＡ
秋学期 朴　周鳳 バレーボール・バドミントン サブホール
春学期 木村　博人 バレーボール・バドミントン サブホール
秋学期 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】

① 自分のクラス以外の授業は履修できません。

② それぞれ，ア，イ，ウの３つのコースに分かれているので，履修登録時に注意してください。
     

例：１９組の学生が、水曜日１時限のアを選んだ場合，春学期に渡邊先生，秋学期に澤井先生で登録してください。

③ 初回授業で、コースを決定します。よって，初回は服装の準備はいりません。

④ 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てください。

９・１６・１７ メインホール

８・１３・１４ サブホール

４・１５・１８ サブホール

２２・２９・３０ サブホール

６・７・２０ サブホール
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※種目に変更がある場合があります。
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