
2022/5/6 県南総体　特別時間割　　【5月9～12日】 秋田県立大曲高等学校

曜日 　月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日

クラス 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

１１Ｒ 化基 保健 歴総 体育 生基 数Ⅰ 総探 言文 現国 数Ａ Ｃ 芸術 歴総 論表 家基 ＬＨＲ 化基 地総 数Ａ 芸術 現国 地総 数Ⅰ

１２Ｒ 数Ⅰ Ｃ 保健 体育 保健 化基 総探 数Ａ 歴総 数Ⅰ 芸術 言文 数Ⅰ 家基 論表 ＬＨＲ 数Ⅱ 生基 Ｃ 現国 歴総 論表 家基

１３Ｒ 生基 言文 芸術 数Ａ 現国 数Ⅰ 総探 C 化基 論表 保健 家基 数Ⅰ 歴総 地総 ＬＨＲ 芸術 Ｃ 言文 数Ⅱ 家基 生基 化基

１４Ｒ 数Ⅰ 論表 化基 保健 地総 芸術 総探 C 数Ａ 歴総 言文 Ｃ 現国 化基 数Ⅰ ＬＨＲ 論表 家基 数Ａ 歴総 生基 数Ⅰ 地総

１５Ｒ 家基 芸術 保健 論表 体育 生基 総探 言文 Ｃ 現国 数Ａ 数Ⅰ 言文 地総 歴総 ＬＨＲ 現国 芸術 歴総 家基 Ｃ 化基 数Ⅰ

１６Ｒ Ｃ 簿記 言文 簿記 体育 論表 総探 ビ基 数Ａ 芸術 Ｃ 保健 簿記 数Ⅰ 情処 ＬＨＲ 言文 ビ基 情処 数Ａ 現国 数Ⅰ Ｃ

２１Ｒ 数Ⅱ 保健 化学 現文 情報 物基/物 総探 数Ⅱ 古典 C 現文 英表 数Ⅱ 地B 体育 ＬＨＲ Ｃ 体育 数Ⅱ 数Ｂ 日地Ｂ 化 物基／物

２２Ｒ Ｃ 世地Ｂ 保健 物基/物 数Ⅱ 現文 総探 Ｃ 古典 数Ｂ 数Ⅱ 英表 世地Ｂ 物／生 体育 ＬＨＲ 数Ⅱ 体育 Ｃ 情報 物基／物 数Ｂ 化

２３Ｒ 世日Ｂ 保健 情報 数B 探生 現文 総探 Ｃ 数Ⅱ 数Ｂ 数Ⅱ 地基 体育 数Ｂ 世日Ｂ ＬＨＲ 英表 現文 体育 Ｃ 数Ｂ 古典 世日Ｂ

２４Ｒ 数Ⅱ 数Ｂ 保健 探生 数B Ｃ 総探 数Ｂ 日地Ｂ 地基 日地Ｂ 数Ⅱ 体育 現文 探生 ＬＨＲ 現文 数Ⅱ 体育 数Ｂ 英表 古典 Ｃ

２５Ｒ 原価 生基 数Ⅱ Ｃ 政経/地Ｂ ビ情 総探 現文 財会 原価 保健 体育 財会 古典 Ｃ ＬＨＲ 政／地Ｂ 現文 生基 Ｃ 体育 原価 ビ情

３１Ｒ 日地Ｂ 物/生 英表 数Ⅲ 古典 世Ａ 総探 化 体育 物生 物/生 現文 化 数Ⅲ Ｃ ＬＨＲ 数Ⅲ 日地Ｂ 物/生 Ｃ 数Ⅲ 英表 古典

３２Ｒ 化 Ｃ 物生 数Ⅲ 古典 Ｃ 総探 世地Ｂ 物生 体育 英表 世地Ａ 物生 数Ⅲ 現文 ＬＨＲ 数Ⅲ Ｃ 世地Ｂ 化 数Ⅲ 体育 古典

３３Ｒ 世地Ａ 古典 政経 Ｃ 世日Ｂ 数Ⅱ 総探 現文 現文 体育 英表 数Ｂ 理特 古典 政経 ＬＨＲ 世日Ｂ 現文 Ｃ 世地Ａ 古典 体育 数Ⅱ

３４Ｒ 現文 古典 理特地 日地Ｂ 英表 数Ⅱ 総探 政経 体育 Ｃ 現文 数Ｂ 政経 古典 Ｃ ＬＨＲ Ｃ 世Ａ 現文 理特（地） 古典 理特（生） 数Ⅱ

３５Ｒ Ｃ① マーケ 日A/地B 地基/古 Ｃ② 経法 総探 体育 国表/理特 地A／世A 化基 日A／地Ｂ 現文 Ｃ① 数Ⅱ ＬＨＲ マーケ 国表／理特 地基/古 経法 Ｃ① 日Ａ／地Ｂ 体育
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5月9日 5月10日 5月11日 5月12日


