
スポーツ総合演習（再履修クラス）　受講者名簿
※WEB登録と掲示に相違が無いか、確認すること。

学生証番号 授業名称・曜日時限 担当教員
16A0912 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
16A1211 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
17A0027 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
17A0036 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
17A0408 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
17M1311 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
18A0404 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
18A0722 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
18A0903 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
18A1326 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
18B1231 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
18F1640 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
18H0010 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
18H0123 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
18H0225 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19A0012 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
19A0427 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
19A0437 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
19A0590 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
19A0617 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
19A0915 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
19A2116 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
19A2119 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
19A2320 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
19A2327 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
19A2409 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
19B0006 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19B1117 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19B1434 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
19B3102 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19B3209 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
19B5134 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19B5137 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
19F0291 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19F0324 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
19F1091 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19F1225 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
19F1307 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
19F1328 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19F1336 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19F1408 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
19F1691 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
19F1692 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19F1791 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19F1911 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
19F1991 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19G0409 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19G0703 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19G1110 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
19H0251 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19H0304 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19H1113 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19M0512 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19M0713 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
19M0808 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
19M1404 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
20A0027 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A0190 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A0233 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
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20A0415 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A0626 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A0724 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A0814 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A0820 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A0831 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A0833 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A1033 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A1106 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A1144 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A1215 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A1226 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A1232 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A2022 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A2090 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20A2307 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A2311 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A2312 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A2320  スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A2415 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20A2490 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3春] 伊藤　マモル
20A2491 スポーツ総合演習（再履修※法学部専用）[木3秋] 伊藤　マモル
20B0005 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20B0142 選外 選外
20B1015 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
20B1032 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20B1112 選外 選外
20B1140 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20B1217 選外 選外
20B1219 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
20B1221 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20B1303  選外 選外
20B1306 選外 選外
20B1309 選外 選外
20B1318 選外 選外
20B1441 選外 選外
20B1442 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20B2004 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20B2141 選外 選外
20B2142 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20B2225 選外 選外
20B2244 選外 選外
20B2245 選外 選外
20B3015 選外 選外
20B3028 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20B3123 選外 選外
20B4234 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
20B5004 選外 選外
20B5112 選外 選外
20B5135 選外 選外
20F0010 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20F0191 選外 選外
20F0232 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20F0292 選外 選外
20F0591 選外 選外
20F0631 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20F0692 選外 選外
20F0733 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20F0912 選外 選外
20F0992 選外 選外



スポーツ総合演習（再履修クラス）　受講者名簿
※WEB登録と掲示に相違が無いか、確認すること。

20F1132 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20F1191 選外 選外
20F1192 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20F1434 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20F1691 選外 選外
20F1692 選外 選外
20F1791 選外 選外
20F2026 選外 選外
20G0605 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20G0719 スポーツ総合演習（再履修）[月6春※サマーセッションあり] 朝比奈　茂
20G1218 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
20G1228 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20H0816 スポーツ総合演習（再履修）[月2春] 竹内　洋輔
20M0020 選外 選外
20M0120 選外 選外
20M0203 選外 選外
20M0320 選外 選外
20M0405 選外 選外
20M0419 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔
20M0912 スポーツ総合演習（再履修）[月6秋] 竹内　洋輔
20M1002 選外 選外
20M1205 スポーツ総合演習（再履修）[月2秋] 竹内　洋輔


