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11 芸Ⅰ 家基 地A 情処 簿記 体育 英Ⅰ 保健 簿記 国総 物基 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

12 芸Ⅰ 国総 数Ⅰ ビ基 地A 体育 数Ⅰ 物基 情処 簿記 簿記 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

13 化基 体育 芸Ⅰ 数Ⅰ 情処 簿記 国総 情処 家基 ビ基 英Ⅰ ﾎｰﾑﾙｰﾑ

14 英Ⅰ 数Ⅰ 芸Ⅰ 国総 スⅣ 社情 英Ⅰ 概論 国総 化基 家基 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

15 国総 体育 家基 英Ⅰ 地A 生基 芸Ⅰ 地A 農環 農環 保健 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

16 化基 英Ⅰ 国総 体育 生産 生情 家総 英Ⅰ 体育 地A 保健 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

17 地A ﾌ造基 ﾌ造基 体育 化基 家総 家総 数Ⅰ 体育 保健 ﾌ造基 ﾎｰﾑﾙｰﾑ
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21 世A 国総 ビ情 財Ⅰ 財Ⅰ 数Ⅰ 保健 英Ⅱ 国総 原価 体育 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

22 生基 数Ⅰ ビ情 国総 世Ａ 英Ⅱ 生基 国総 財Ⅰ 数Ⅰ 体育 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

23 英Ⅱ プロ 体育 保健 原価 財Ⅰ 体育 英Ⅱ ビ情 生基 プロ ﾎｰﾑﾙｰﾑ

24 国総 物基 数Ⅰ 概論 英Ⅱ スⅣ 数Ⅰ スⅢ 英Ⅱ スⅡ 国総 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

25 農経 世A 体育 英Ⅱ 果樹 草花 体育 物基 数Ⅰ 国総 農経 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

26 国総 ﾌｰﾄﾞ ﾌｰﾄﾞ ﾌｰﾄﾞ 英Ⅱ 数Ⅰ 国総 ﾌｰﾄﾞ ﾌｰﾄﾞ ﾌｰﾄﾞ 数Ⅰ ﾎｰﾑﾙｰﾑ

27 保健 数Ⅰ 世A 国総 生基 フデ 生基 フデ フ造 フ造 英Ⅱ ﾎｰﾑﾙｰﾑ
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31 選商 3A選 現B 現社 体育 数A 選商 体育 総実 総実 3A選 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

32 選商 3A選 総実 総実 体育 英Ⅱ 選商 体育 英Ⅱ 数A 3A選 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

33 選商 3A選 日A 物基 現B プロ 選商 現社 数Ⅱ 情管 3A選 ﾎｰﾑﾙｰﾑ

34 総学 ｽⅢⅣ 数A 英Ⅱ 3B選 日A 概論 3B選 現社 スⅠ 数Ａ ﾎｰﾑﾙｰﾑ

35 英Ⅱ 日A 課研 課研 3B選 選農 選農 3B選 農経 生物 英Ⅱ ﾎｰﾑﾙｰﾑ

36 体育 現社 介護 介護 3B選 現B 日A 3B選 選家 数A 英Ⅱ ﾎｰﾑﾙｰﾑ

37 体育 フデ フデ フデ 3B選 英Ⅱ 数Ａ 3B選 現Ｂ 英Ⅱ 日Ａ ﾎｰﾑﾙｰﾑ
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