
※スポ① 健スポ1年 ※スポ④ 健スポ3年・4年 ※栄養③ 栄養4年 ※体① 　体育1年
【専門基礎演習Ⅰ】 【専門演習/卒業研究教室】 【卒業演習・卒業研究】 【体育学基礎演習】

後藤（英） A203 専門演習 卒業研究 井上 221 西沢 253
十枝内 A301 新井 （木1）134 研究室 今枝 238A 松本（秀） A202

髙橋（淳） A302 飯本 （火3）H3 H3 北川 214 上島 N403
班目 141 岡川 （火3）143 北本 247 今井 A203
光岡 142 大槻 （火3）A202 研究室 小塚 232 河野 142
宮澤 143 後藤（英） （火3）A203 三浦 237B 福富 A101
全体 12 笹竹 （木1）A202 研究室 村上 237A 水谷（未） A302

A1 張 （木1）135 研究室 伊藤（正） N201 村山 N402
十枝内 （火3）A302 研究室 北越 253

※スポ② 健スポ2年 仲 （火3）A303 研究室 杉島 A304
【専門基礎演習Ⅲ】 平田（裕） （木1）A203 研究室 藤田 N101

大槻 A201 佐藤（桂） （火3）A301 研究室 町出 234
岡川 A202 髙橋（淳） （火3）141 A201 木村 N304 ※体② 　体育2年

佐藤（桂） A203 前野 （木1）141 研究室 【体育学演習】
仲 A301 班目 （火3）A101 研究室 ※こども① 　こども3年 近藤（精） A302

相馬 A302 光岡 （火3）A12 研究室 【こども学専門演習Ⅱ】 氏原 A303
張 A303 宮澤 （火3）142 研究室 池田 52A (研究室) 佐藤（丈） ﾄﾚｰﾅｰﾙｰﾑ

全体 12 越智 （火3）132 研究室 廣瀬 223 西沢 253
相馬 （火3）131 研究室 平田（幸） 132 松本（秀） 232

長谷川 （木1）142 研究室 時安 303 村山 N402
金森 53K (研究室) 今井 A204

※スポ③ 健スポ3年 丸山 52M (研究室) 上島 N403
【スポーツ科学実験】 ※栄養① 栄養1・2年 吉本 134 河野 142

【専門基礎演習Ⅰ・専門基礎演習Ⅲ】 内田（智） 143 福富 A202
【健康科学実験】 北川 214 加古 135 水谷（未） A301
十枝内・班目 小塚 232 松川 128B
髙橋（淳） 北本 247 加藤 53L (研究室)
佐藤（桂） 三浦 234 吉田 52B (研究室)
【ヘルスエクササイズ演習】 村上 251 鈴木 133
宮澤・相馬　　体力テスト室・A2・A3・A203 伊藤（正） N201 西村 138B

北越 253
杉島 A303
町出 N401 ※こども② 　こども4年
全体 N401/234 【卒業研究】

平田（幸） 132
※栄養② 栄養3年 廣瀬 52J (研究室)
【専門演習】 時安 144

井上 221 吉田 52B (研究室)
今枝 238A 丸山 52M (研究室)
北川 214 吉本 134
北本 247 内田（智） 143
小塚 232 加古 135
三浦 237B 松川 145B (研究室)
村上 237A 池田 52Ａ (研究室)

伊藤（正） N201 加藤 142
北越 253 金森 53K (研究室)
藤田 N101 鈴木 133
杉島 A303 西村 53J (研究室)
町出 234
木村 N304

補足（前期分）

A301･A103･A12

飯本・岡川・氏原　　H3･H4･H10･A101


