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U830000101 スポーツ・健康科学Ⅰ（バドミントン） 2 通年 橋本　早予

U830000102 スポーツ・健康科学Ⅰ（バドミントン） 2 通年 橋本　早予

U830000103 スポーツ・健康科学Ⅰ（バレーボール） 2 通年 廣　紀江

U830000104 スポーツ・健康科学Ⅰ（バレーボール） 2 通年 廣　紀江

U830000105 スポーツ・健康科学Ⅰ（バレーボール） 2 通年 吉田　清司

U830000106 スポーツ・健康科学Ⅰ（バスケットボール） 2 通年 北村　麻衣

U830000107 スポーツ・健康科学Ⅰ（バスケットボール） 2 通年 北村　麻衣

U830000108 スポーツ・健康科学Ⅰ（テニス） 2 通年 北崎　悦子

U830000109 スポーツ・健康科学Ⅰ（テニス） 2 通年 江口　淳一

U830000110 スポーツ・健康科学Ⅰ（テニス） 2 通年 鳥屋　智大

U830000111 スポーツ・健康科学Ⅰ（テニス） 2 通年 北崎　悦子

U830000112 スポーツ・健康科学Ⅰ（テニス） 2 通年 北崎　悦子

U830000113 スポーツ・健康科学Ⅰ（テニス） 2 通年 磯辺　薫

U830000114 スポーツ・健康科学Ⅰ（サッカー） 2 通年 舛井　裕輝

U830000115 スポーツ・健康科学Ⅰ（サッカー） 2 通年 玉井　朗

U830000116 スポーツ・健康科学Ⅰ（サッカー） 2 通年 宮崎　純一

U830000117 スポーツ・健康科学Ⅰ（フットサル） 2 通年 小野　太佳司

U830000118 スポーツ・健康科学Ⅰ（フットサル） 2 通年 小野　太佳司

U830000119 スポーツ・健康科学Ⅰ（フットサル） 2 通年 内藤　清志

U830000120 スポーツ・健康科学Ⅰ（フットサル） 2 通年 内藤　清志

U830000121 スポーツ・健康科学Ⅰ（ソフトボール） 2 通年 高丸　功

U830000122 スポーツ・健康科学Ⅰ（ソフトボール） 2 通年 木目　良太郎

U830000123 スポーツ・健康科学Ⅰ（ソフトボール） 2 通年 木目　良太郎

U830000124 スポーツ・健康科学Ⅰ（卓球） 2 通年 荒牧　亜衣

U830000125 スポーツ・健康科学Ⅰ（卓球） 2 通年 羽田　雄一

U830000126 スポーツ・健康科学Ⅰ（卓球） 2 通年 荒牧　亜衣

U830000127 スポーツ・健康科学Ⅰ（卓球） 2 通年 佐藤　善人

U830000128 スポーツ・健康科学Ⅰ（体力トレーニング） 2 通年 小野　太佳司

U830000129 スポーツ・健康科学Ⅰ（体力トレーニング） 2 通年 高丸　功

U830000130 スポーツ・健康科学Ⅰ（体力トレーニング） 2 通年 内藤　清志

U830000131 スポーツ・健康科学Ⅰ（体力トレーニング） 2 通年 流郷　吐夢

U830000132 スポーツ・健康科学Ⅰ（体力トレーニング） 2 通年 北村　麻衣

U830000133 スポーツ・健康科学Ⅰ（ダンス） 2 通年 若水　潤

U830000134 スポーツ・健康科学Ⅰ（ダンス） 2 通年 若水　潤

U830000135 スポーツ・健康科学Ⅰ（剣道） 2 通年 高寺　恒穂

U830000136 スポーツ・健康科学Ⅰ（ニュースポーツ） 2 通年 羽田　雄一

U830000137 スポーツ・健康科学Ⅰ（ニュースポーツ） 2 通年 羽田　雄一

U830000138 スポーツ・健康科学Ⅰ（ゴルフ） 2 通年 高丸　功

U830000139 スポーツ・健康科学Ⅰ（ＴＥ①） 2 通年 廣　紀江

U830000140 スポーツ・健康科学Ⅰ（ＴＥ②） quality of life 2 通年 大越　敦

U830010101 スポーツ・健康科学Ⅱ（テニス） 生涯スポーツとしてのテニスⅡ 2 通年 江口　淳一

U830010102 スポーツ・健康科学Ⅱ（テニス） 2 通年 北崎　悦子

U830010103 スポーツ・健康科学Ⅱ（サッカー） 2 通年 舛井　裕輝

U830010104 スポーツ・健康科学Ⅱ（フットサル） 2 通年 玉井　朗
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U830010105 スポーツ・健康科学Ⅱ（卓球） 2 通年 羽田　雄一

U830010106 スポーツ・健康科学Ⅱ（体力トレーニング） 2 通年 内藤　清志

U830010107 スポーツ・健康科学Ⅱ（ゴルフ） 2 通年 高丸　功

U830010108 スポーツ・健康科学Ⅱ（バレーボール） 2 通年 廣　紀江

U830010109 スポーツ・健康科学Ⅱ（バスケットボール） 2 通年 橋本　早予

U830020101 スポーツ・健康科学Ⅲa（バドミントン） 1 第１学期 橋本　早予

U830020102 スポーツ・健康科学Ⅲa（バドミントン） 1 第１学期 橋本　早予

U830020103 スポーツ・健康科学Ⅲa（バドミントン） 1 第２学期 橋本　早予

U830020104 スポーツ・健康科学Ⅲa（バドミントン） 1 第２学期 橋本　早予

U830020105 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第１学期 吉田　清司

U830020106 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第１学期 吉田　清司

U830020107 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第２学期 吉田　清司

U830020108 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第２学期 吉田　清司

U830020109 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第１学期 廣　紀江

U830020110 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第２学期 廣　紀江

U830020111 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第１学期 廣　紀江

U830020112 スポーツ・健康科学Ⅲa（バレーボール） 1 第２学期 廣　紀江

U830020113 スポーツ・健康科学Ⅲa（バスケットボール） 1 第１学期 北村　麻衣

U830020114 スポーツ・健康科学Ⅲa（バスケットボール） 1 第１学期 北村　麻衣

U830020115 スポーツ・健康科学Ⅲa（バスケットボール） 1 第２学期 北村　麻衣

U830020116 スポーツ・健康科学Ⅲa（バスケットボール） 1 第２学期 北村　麻衣

U830020117 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第１学期 鳥屋　智大

U830020118 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第１学期 鳥屋　智大

U830020119 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第２学期 鳥屋　智大

U830020120 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第２学期 鳥屋　智大

U830020121 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第１学期 北崎　悦子

U830020122 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第１学期 北崎　悦子

U830020123 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第２学期 北崎　悦子

U830020124 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第２学期 北崎　悦子

U830020125 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第１学期 磯辺　薫

U830020126 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第２学期 磯辺　薫

U830020127 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第１学期 磯辺　薫

U830020128 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 1 第２学期 磯辺　薫

U830020129 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 生涯スポーツとしてのテニスⅢ 1 第１学期 江口　淳一

U830020130 スポーツ・健康科学Ⅲa（テニス） 生涯スポーツとしてのテニスⅢ 1 第２学期 江口　淳一

U830020131 スポーツ・健康科学Ⅲa（サッカー） 1 第１学期 小野　太佳司

U830020132 スポーツ・健康科学Ⅲa（サッカー） 1 第２学期 小野　太佳司

U830020133 スポーツ・健康科学Ⅲa（サッカー） 1 第１学期 宮崎　純一

U830020134 スポーツ・健康科学Ⅲa（サッカー） 1 第２学期 宮崎　純一

U830020135 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第１学期 宮崎　純一

U830020136 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第２学期 宮崎　純一

U830020137 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第１学期 玉井　朗

U830020138 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第２学期 玉井　朗

U830020139 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第１学期 流郷　吐夢

U830020140 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第１学期 流郷　吐夢

U830020141 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第２学期 流郷　吐夢
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U830020142 スポーツ・健康科学Ⅲa（フットサル） 1 第２学期 流郷　吐夢

U830020143 スポーツ・健康科学Ⅲa（ソフトボール） 1 第１学期 高丸　功

U830020144 スポーツ・健康科学Ⅲa（ソフトボール） 1 第２学期 高丸　功

U830020145 スポーツ・健康科学Ⅲa（ソフトボール） 1 第１学期 羽田　雄一

U830020146 スポーツ・健康科学Ⅲa（ソフトボール） 1 第２学期 羽田　雄一

U830020147 スポーツ・健康科学Ⅲa（ソフトボール） 1 第１学期 木目　良太郎

U830020148 スポーツ・健康科学Ⅲa（ソフトボール） 1 第２学期 木目　良太郎

U830020149 スポーツ・健康科学Ⅲa（卓球） 1 第１学期 佐藤　善人

U830020150 スポーツ・健康科学Ⅲa（卓球） 1 第２学期 佐藤　善人

U830020151 スポーツ・健康科学Ⅲa（卓球） 1 第１学期 佐藤　善人

U830020152 スポーツ・健康科学Ⅲa（卓球） 1 第２学期 佐藤　善人

U830020153 スポーツ・健康科学Ⅲa（卓球） 1 第１学期 荒牧　亜衣

U830020154 スポーツ・健康科学Ⅲa（卓球） 1 第２学期 荒牧　亜衣

U830020155 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第１学期 小野　太佳司

U830020156 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第２学期 小野　太佳司

U830020157 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第１学期 高丸　功

U830020158 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第２学期 高丸　功

U830020159 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第１学期 北村　麻衣

U830020160 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第２学期 北村　麻衣

U830020161 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第１学期 羽田　雄一

U830020162 スポーツ・健康科学Ⅲa（体力トレーニング） 1 第２学期 羽田　雄一

U830020163 スポーツ・健康科学Ⅲa（ダンス） 1 第１学期 若水　潤

U830020164 スポーツ・健康科学Ⅲa（ダンス） 1 第１学期 若水　潤

U830020165 スポーツ・健康科学Ⅲa（ダンス） 1 第２学期 若水　潤

U830020166 スポーツ・健康科学Ⅲa（ダンス） 1 第２学期 若水　潤

U830020167 スポーツ・健康科学Ⅲa（ゴルフ） 1 第１学期 小野　太佳司

U830020168 スポーツ・健康科学Ⅲa（ゴルフ） 1 第２学期 小野　太佳司

U830020169 スポーツ・健康科学Ⅲb（スキー） 1 集中（第２学期） 羽田　雄一

U830020170 スポーツ・健康科学Ⅲb（ゴルフ） 1 集中（第１学期） 小野　太佳司

U830020171 スポーツ・健康科学Ⅲb（スノーボード） 1 集中（第２学期） 高丸　功


