
学生証番号 学科 組 ①基礎演習 ②諸外国語 ③スポーツ ④英語 BE

20E2001 社会 H 社11 独4 体1 英1

20E2003 社会 H 社1 独1 体11 英17

20E2004 社会 H 社3 独2 体12 英18

20E2005 社会 H 社3 独3 体13 英19

20E2008 社会 H 社12 独4 体2 英2

20E2009 社会 H 社4 独1 体14 英20

20E2010 社会 H 社13 仏4 体3 英3

20E2011 社会 H 社5 仏1 体15 英21

20E2012 社会 H 社1 仏2 体4 英4

20E2013 社会 H 社1 仏3 体5 英5

20E2014 社会 H 社6 仏4 体16 英22

20E2015 社会 H 社2 仏1 体6 英6

20E2016 社会 H 社7 仏2 体17 英23

20E2017 社会 H 社8 露1 体18 英24

20E2018 社会 H 社3 中6 体7 英7

20E2019 社会 H 社4 中7 体8 英8

20E2020 社会 H 社5 中8 体9 英9

20E2021 社会 H 社5 中9 体10 英10

20E2022 社会 H 社9 中1 体1 英1

20E2023 社会 H 社7 中2 体11 英11

20E2024 社会 H 社7 中3 体12 英12

20E2025 社会 H 社10 中4 体2 英2

20E2026 社会 H 社11 中5 体3 英3

20E2027 社会 H 社10 中6 体4 英4

20E2028 社会 H 社13 中7 体5 英5

20E2029 社会 H 社1 中8 体6 英6

20E2030 社会 H 社9 中9 体13 英13

20E2031 社会 H 社10 中1 体14 英14

20E2032 社会 H 社1 中2 体7 英7

20E2033 社会 H 社4 中3 体8 英8

20E2034 社会 H 社3 中4 体9 英9

20E2035 社会 H 社11 中5 体15 英15

20E2036 社会 H 社8 中6 体10 英10

20E2037 社会 H 社12 西3 体16 英16

20E2038 社会 H 社4 西4 体11 英11

20E2039 社会 H 社13 西1 体17 英17

20E2040 社会 H 社6 西2 体12 英12

20E2041 社会 H 社7 西3 体13 英13

20E2042 社会 H 社8 西4 体14 英14

20E2043 社会 H 社14 朝1 体18 英18
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20E2044 社会 H 社1 朝2 体1 英19

20E2045 社会 H 社9 朝1 体15 英15

20E2046 社会 H 社2 - 体2 -

20E2047 社会 H 社12 - 体16 -

20E2048 社会 H 社12 - 体17 -

20E2101 社会 I 社3 独2 体3 英21

20E2102 社会 I 社4 独3 体4 英22

20E2103 社会 I 社10 独4 体18 英18

20E2105 社会 I 社13 中7 体1 英19

20E2107 社会 I 社14 独1 体2 英20

20E2108 社会 I 社1 独2 体3 英21

20E2110 社会 I 社2 仏3 体4 英22

20E2111 社会 I 社3 仏4 体5 英23

20E2112 社会 I 社11 仏1 体6 英24

20E2113 社会 I 社5 仏2 体5 英23

20E2114 社会 I 社6 仏3 体6 英24

20E2115 社会 I 社7 仏4 体7 英1

20E2116 社会 I 社8 仏1 体8 英2

20E2117 社会 I 社5 露1 体7 英1

20E2118 社会 I 社9 中8 体9 英3

20E2119 社会 I 社6 中9 体8 英2

20E2120 社会 I 社10 中1 体10 英4

20E2121 社会 I 社11 中2 体11 英5

20E2122 社会 I 社10 中3 体12 英6

20E2123 社会 I 社7 中4 体9 英3

20E2124 社会 I 社8 中5 体10 英4

20E2125 社会 I 社9 中6 体11 英5

20E2126 社会 I 社10 中7 体12 英6

20E2127 社会 I 社11 中8 体13 英7

20E2128 社会 I 社13 中9 体13 英7

20E2129 社会 I 社11 中1 体14 英8

20E2130 社会 I 社13 中2 体15 英9

20E2131 社会 I 社14 中3 体16 英10

20E2132 社会 I 社14 中4 体14 英8

20E2133 社会 I 社1 中5 体15 英9

20E2134 社会 I 社1 中6 体17 英11

20E2135 社会 I 社2 中7 体16 英10

20E2136 社会 I 社3 西1 体17 英11

20E2137 社会 I 社2 西2 体18 英12

20E2138 社会 I 社4 西3 体18 英12

20E2139 社会 I 社3 西4 体1 英13

20E2140 社会 I 社4 西1 体2 英14

20E2141 社会 I 社5 西2 体3 英15

20E2142 社会 I 社5 西3 体1 英13

20E2143 社会 I 社6 朝2 体2 英14

20E2144 社会 I 社6 朝1 体4 英16

20E2145 社会 I 社7 朝2 体3 英15



20E2146 社会 I 社8 - 体5 -

20E2147 社会 I 社8 - 体4 -

20E2148 社会 I 社8 - 体6 -

20E2201 社会 J 社9 独3 体5 英17

20E2202 社会 J 社9 独4 体7 英19

20E2203 社会 J 社10 独1 体8 英20

20E2204 社会 J 社11 仏2 体9 英21

20E2205 社会 J 社10 独2 体6 英18

20E2206 社会 J 社12 独3 体10 英22

20E2208 社会 J 社13 独4 体11 英23

20E2209 社会 J 社11 西4 体7 英19

20E2210 社会 J 社12 仏3 体8 英20

20E2211 社会 J 社14 仏4 体12 英24

20E2212 社会 J 社1 仏1 体13 英1

20E2213 社会 J 社13 仏2 体9 英21

20E2214 社会 J 社14 仏3 体10 英22

20E2215 社会 J 社2 仏4 体14 英2

20E2216 社会 J 社1 仏1 体11 英23

20E2217 社会 J 社3 露1 体15 英3

20E2218 社会 J 社4 中8 体16 英4

20E2219 社会 J 社2 中9 体12 英24

20E2220 社会 J 社5 中1 体17 英5

20E2221 社会 J 社3 中2 体13 英1

20E2222 社会 J 社4 中3 体14 英2

20E2223 社会 J 社6 中4 体18 英6

20E2224 社会 J 社7 中5 体1 英7

20E2225 社会 J 社4 中6 体15 英3

20E2226 社会 J 社8 中7 体2 英8

20E2227 社会 J 社6 中8 体16 英4

20E2228 社会 J 社9 中9 体3 英9

20E2229 社会 J 社10 中1 体4 英10

20E2230 社会 J 社11 中2 体5 英11

20E2231 社会 J 社7 中3 体17 英5

20E2232 社会 J 社4 中4 体18 英6

20E2233 社会 J 社9 中5 体1 英7

20E2234 社会 J 社12 中6 体6 英12

20E2235 社会 J 社13 中7 体7 英13

20E2236 社会 J 社14 西1 体8 英14

20E2237 社会 J 社1 西2 体9 英15

20E2238 社会 J 社10 西3 体2 英8

20E2239 社会 J 社2 西4 体10 英16

20E2240 社会 J 社3 西1 体11 英17

20E2241 社会 J 社11 西2 体3 英9

20E2242 社会 J 社12 西3 体4 英10

20E2243 社会 J 社13 朝1 体5 英11

20E2244 社会 J 社5 朝2 体12 英18

20E2245 社会 J 社14 朝1 体6 英12



20E2246 社会 J 社14 - 体7 -

20E2247 社会 J 社6 - 体13 -

20E2248 社会 J 社6 - 体14 -

20E2301 社会 K 社2 独1 体8 英14

20E2302 社会 K 社7 中8 体15 英21

20E2304 社会 K 社8 中9 体16 英22

20E2306 社会 K 社9 独2 体17 英23

20E2307 社会 K 社3 独3 体9 英15

20E2308 社会 K 社10 独4 体18 英24

20E2309 社会 K 社11 独1 体1 英1

20E2310 社会 K 社4 仏2 体10 英16

20E2311 社会 K 社5 仏3 体11 英17

20E2312 社会 K 社12 仏4 体2 英2

20E2313 社会 K 社6 仏1 体12 英18

20E2314 社会 K 社13 仏2 体3 英3

20E2315 社会 K 社14 仏3 体4 英4

20E2316 社会 K 社7 仏4 体13 英19

20E2317 社会 K 社1 中1 体5 英5

20E2318 社会 K 社2 中2 体6 英6

20E2319 社会 K 社8 中3 体14 英20

20E2320 社会 K 社3 中4 体7 英7

20E2321 社会 K 社4 中5 体8 英8

20E2322 社会 K 社9 中6 体15 英21

20E2323 社会 K 社10 中7 体16 英22

20E2324 社会 K 社11 中8 体17 英23

20E2325 社会 K 社5 中9 体9 英9

20E2326 社会 K 社6 中1 体10 英10

20E2327 社会 K 社7 中2 体11 英11

20E2328 社会 K 社7 中3 体12 英12

20E2329 社会 K 社12 中4 体18 英24

20E2330 社会 K 社13 中5 体1 英1

20E2331 社会 K 社14 中6 体2 英2

20E2332 社会 K 社9 中7 体13 英13

20E2333 社会 K 社10 中8 体14 英14

20E2334 社会 K 社1 中9 体3 英3

20E2335 社会 K 社2 西4 体4 英4

20E2336 社会 K 社11 西1 体15 英15

20E2337 社会 K 社12 西2 体16 英16

20E2338 社会 K 社13 西3 体17 英17

20E2339 社会 K 社14 西4 体18 英18

20E2340 社会 K 社3 西1 体5 英5

20E2341 社会 K 社1 西2 体1 英19

20E2342 社会 K 社8 西3 体6 英6

20E2343 社会 K 社2 朝2 体2 英20

20E2344 社会 K 社5 朝1 体7 英7

20E2345 社会 K 社6 朝2 体8 英8

20E2346 社会 K 社2 - 体3 -



20E2347 社会 K 社2 - 体4 -

20E2348 社会 K 社8 - 体9 -

20E2401 社会 L 社5 独2 体5 英23

20E2403 社会 L 社6 独3 体6 英24

20E2405 社会 L 社8 独4 体10 英10

20E2406 社会 L 社9 独1 体11 英11

20E2407 社会 L 社7 独2 体7 英1

20E2408 社会 L 社8 独3 体8 英2

20E2409 社会 L 社9 独4 体9 英3

20E2410 社会 L 社10 仏1 体12 英12

20E2411 社会 L 社11 仏2 体13 英13

20E2412 社会 L 社12 仏3 体14 英14

20E2413 社会 L 社10 仏4 体10 英4

20E2414 社会 L 社11 仏1 体11 英5

20E2415 社会 L 社12 仏2 体12 英6

20E2416 社会 L 社13 中1 体13 英7

20E2417 社会 L 社13 中2 体15 英15

20E2418 社会 L 社14 中3 体16 英16

20E2419 社会 L 社14 中4 体14 英8

20E2420 社会 L 社1 中5 体15 英9

20E2421 社会 L 社1 中6 体17 英17

20E2422 社会 L 社2 中7 体18 英18

20E2423 社会 L 社3 中8 体1 英19

20E2424 社会 L 社4 中9 体2 英20

20E2425 社会 L 社2 中1 体16 英10

20E2426 社会 L 社5 中2 体3 英21

20E2427 社会 L 社3 中3 体17 英11

20E2428 社会 L 社4 中4 体18 英12

20E2429 社会 L 社5 中5 体1 英13

20E2430 社会 L 社6 中6 体4 英22

20E2431 社会 L 社6 中7 体2 英14

20E2432 社会 L 社7 中8 体5 英23

20E2433 社会 L 社7 中9 体3 英15

20E2434 社会 L 社8 中1 体4 英16

20E2435 社会 L 社8 西4 体6 英24

20E2436 社会 L 社9 西1 体7 英1

20E2437 社会 L 社9 西2 体5 英17

20E2438 社会 L 社10 西3 体6 英18

20E2439 社会 L 社11 西4 体7 英19

20E2440 社会 L 社12 西1 体8 英20

20E2441 社会 L 社10 西2 体8 英2

20E2442 社会 L 社13 西3 体9 英21

20E2443 社会 L 社11 朝1 体9 英3

20E2444 社会 L 社12 朝2 体10 英4

20E2445 社会 L 社14 朝1 体10 英22

20E2446 社会 L 社14 - 体11 -

20E2447 社会 L 社2 - 体12 -



20E2501 社会 M 社13 独1 体11 英5

20E2503 社会 M 社14 独2 体12 英6

20E2504 社会 M 社3 中2 体13 英1

20E2505 社会 M 社4 独3 体14 英2

20E2506 社会 M 社5 独4 体15 英3

20E2507 社会 M 社6 独1 体16 英4

20E2508 社会 M 社7 独2 体17 英5

20E2509 社会 M 社8 独3 体18 英6

20E2510 社会 M 社1 仏3 体13 英7

20E2511 社会 M 社2 仏4 体14 英8

20E2512 社会 M 社9 仏1 体1 英7

20E2513 社会 M 社3 仏2 体15 英9

20E2514 社会 M 社10 仏3 体2 英8

20E2515 社会 M 社4 仏4 体16 英10

20E2516 社会 M 社11 仏1 体3 英9

20E2517 社会 M 社5 中3 体17 英11

20E2518 社会 M 社6 中4 体18 英12

20E2519 社会 M 社12 中5 体4 英10

20E2520 社会 M 社13 中6 体5 英11

20E2521 社会 M 社7 中7 体1 英13

20E2522 社会 M 社14 中8 体6 英12

20E2523 社会 M 社8 中9 体2 英14

20E2524 社会 M 社9 中1 体3 英15

20E2525 社会 M 社1 中2 体7 英13

20E2526 社会 M 社2 中3 体8 英14

20E2527 社会 M 社3 中4 体9 英15

20E2528 社会 M 社10 中5 体4 英16

20E2529 社会 M 社4 中6 体10 英16

20E2530 社会 M 社11 中7 体5 英17

20E2531 社会 M 社12 中8 体6 英18

20E2532 社会 M 社5 中9 体11 英17

20E2533 社会 M 社6 中1 体12 英18

20E2534 社会 M 社7 中2 体13 英19

20E2535 社会 M 社13 中3 体7 英19

20E2536 社会 M 社8 西4 体14 英20

20E2537 社会 M 社14 西1 体8 英20

20E2538 社会 M 社9 西2 体15 英21

20E2539 社会 M 社1 西3 体9 英21

20E2540 社会 M 社10 西4 体16 英22

20E2541 社会 M 社11 西1 体17 英23

20E2542 社会 M 社12 西2 体18 英24

20E2543 社会 M 社2 朝2 体10 英22

20E2544 社会 M 社3 朝1 体11 英23

20E2545 社会 M 社13 朝2 体1 英1

20E2546 社会 M 社6 - 体12 -

20E2547 社会 M 社14 - 体2 -

20E2601 社会 N 社5 独4 体13 英1



20E2602 社会 N 社1 独1 体3 英3

20E2604 社会 N 社6 独2 体14 英2

20E2605 社会 N 社2 独3 体4 英4

20E2607 社会 N 社3 独4 体5 英5

20E2609 社会 N 社4 仏2 体6 英6

20E2610 社会 N 社7 仏3 体15 英3

20E2611 社会 N 社8 仏4 体16 英4

20E2612 社会 N 社9 仏1 体17 英5

20E2613 社会 N 社5 仏2 体7 英7

20E2614 社会 N 社6 仏3 体8 英8

20E2615 社会 N 社10 仏4 体18 英6

20E2616 社会 N 社7 露1 体9 英9

20E2617 社会 N 社4 中4 体10 英10

20E2618 社会 N 社11 中5 体1 英7

20E2619 社会 N 社9 中6 体11 英11

20E2620 社会 N 社10 中7 体12 英12

20E2621 社会 N 社12 中8 体2 英8

20E2622 社会 N 社13 中9 体3 英9

20E2623 社会 N 社11 中1 体13 英13

20E2624 社会 N 社12 中2 体14 英14

20E2625 社会 N 社13 中3 体15 英15

20E2626 社会 N 社14 中4 体16 英16

20E2627 社会 N 社14 中5 体4 英10

20E2628 社会 N 社1 中6 体5 英11

20E2629 社会 N 社2 中7 体6 英12

20E2630 社会 N 社3 中8 体7 英13

20E2631 社会 N 社1 中9 体17 英17

20E2632 社会 N 社4 中1 体8 英14

20E2633 社会 N 社2 中2 体18 英18

20E2634 社会 N 社3 中3 体1 英19

20E2635 社会 N 社5 中4 体9 英15

20E2636 社会 N 社4 西3 体2 英20

20E2637 社会 N 社6 西4 体10 英16

20E2638 社会 N 社5 西1 体3 英21

20E2639 社会 N 社4 西2 体4 英22

20E2640 社会 N 社7 西3 体5 英23

20E2641 社会 N 社7 西4 体11 英17

20E2642 社会 N 社8 朝1 体12 英18

20E2643 社会 N 社8 朝2 体6 英24

20E2644 社会 N 社9 朝1 体13 英19

20E2645 社会 N 社9 朝2 体7 英1

20E2646 社会 N 社12 - 体8 -

20E2647 社会 N 社12 - 体14 -


