
2019年度 課外団体支出内訳

団体名 2019年度予算 2019年度執行 執行率

囲碁研究部 ¥80,300 ¥80,300 100.0%
映画部 ¥210,000 ¥45,363 21.6%
競技ダンス部 ¥352,000 ¥352,000 100.0%
クラシックギタークラブ ¥264,600 ¥263,685 99.7%
軽音楽部 ¥378,300 ¥378,300 100.0%
新演劇研究会劇団月光斜 ¥500,000 ¥175,000 35.0%
交響楽団 ¥899,000 ¥895,000 99.6%
茶道研究部 ¥556,500 ¥556,500 100.0%
写真部 ¥567,000 ¥361,318 63.7%
将棋研究会 ¥423,700 ¥420,000 99.1%
書道部 ¥759,000 ¥759,000 100.0%
陶芸部 ¥299,600 ¥250,932 83.8%
能楽部 ¥624,000 ¥624,000 100.0%
美術研究部 ¥283,500 ¥278,216 98.1%
邦楽部 ¥462,000 ¥462,000 100.0%
マンドリンクラブ ¥561,000 ¥560,815 100.0%
メディックス ¥597,000 ¥597,000 100.0%
メンネルコール ¥706,000 ¥700,000 99.2%
モダンジャズバレエ部 ¥540,000 ¥146,051 27.1%
落語研究会 ¥150,000 ¥150,000 100.0%
立命PENクラブ ¥136,500 ¥0 0.0%
ＪＡＺＺ　ＣＬＵＢ ¥300,000 ¥300,000 100.0%

団体名 2019年度予算 2019年度執行 執行率

英語研究会 ¥650,000 ¥234,524 36.1%
英語読書研究会 ¥0 ¥0
音響工学研究会 ¥337,500 ¥194,298 57.6%
会計学研究会 ¥150,000 ¥0 0.0%
学生法律相談部 ¥260,000 ¥259,989 100.0%
経済科学研究会 ¥146,000 ¥33,774 23.1%
経済学研究会 ¥140,000 ¥0 0.0%
考古学研究会 ¥150,000 ¥1,068 0.7%
広告研究会 ¥162,000 ¥0 0.0%
古美術研究会 ¥491,000 ¥413,997 84.3%
社会科学研究会 ¥150,000 ¥0 0.0%
写真研究会 ¥443,400 ¥87,088 19.6%
証券研究会 ¥34,100 ¥0 0.0%
数学研究会 ¥57,000 ¥0 0.0%
政治研究会 ¥70,000 ¥67,100 95.9%
セツルメント ¥12,000 ¥0 0.0%
探検部 ¥500,000 ¥0 0.0%
中国研究会 ¥11,000 ¥9,000 81.8%
朝鮮文化研究会 ¥0 ¥0
地理学研究会 ¥230,000 ¥230,000 100.0%
鉄道研究会 ¥305,000 ¥46,633 15.3%
天文研究会 ¥45,000 ¥25,000 55.6%
東洋史研究会 ¥34,000 ¥17,713 52.1%
日本史研究会 ¥0 ¥0
物理化学研究会 ¥168,000 ¥148,567 88.4%
弁論部 ¥0 ¥0
法友会 ¥660,000 ¥538,720 81.6%
民科経済研究会 ¥149,200 ¥0 0.0%
民科法律学生部会 ¥0 ¥0
メディア芸術研究会 ¥0 ¥0
ライフサイエンス研究会 ¥101,700 ¥54,227 53.3%
立命館コンピュータクラブ ¥233,100 ¥32,246 13.8%

団体名 2019年度予算 2019年度執行 執行率

アーチェリー部 ¥915,000 ¥915,000 100.0%
合氣道部 ¥176,000 ¥76,165 43.3%
アイスホッケー部 ¥2,355,000 ¥2,355,000 100.0%
アメリカンフットボール部 ¥874,000 ¥874,000 100.0%
カヌー部 ¥1,375,000 ¥1,147,376 83.5%
空手道部（新生） ¥325,000 ¥325,000 100.0%
弓道部 ¥879,000 ¥766,493 87.2%
剣道部 ¥725,000 ¥725,000 100.0%
航空部 ¥690,000 ¥690,000 100.0%
硬式庭球部 ¥475,000 ¥475,000 100.0%
硬式野球部 ¥618,000 ¥618,000 100.0%
古武道部 ¥55,000 ¥30,970 56.3%
ゴルフ部 ¥198,000 ¥198,000 100.0%
男子サッカー部 ¥1,655,000 ¥1,655,000 100.0%
女子サッカー部 ¥359,000 ¥359,000 100.0%
山岳部 ¥440,000 ¥440,000 100.0%
自転車競技部 ¥570,000 ¥570,000 100.0%
自動車部 ¥1,221,000 ¥1,221,000 100.0%
射撃部 ¥2,300,000 ¥2,300,000 100.0%
柔道部 ¥530,000 ¥412,858 77.9%
重量挙部 ¥618,000 ¥618,000 100.0%
準硬式野球部 ¥982,000 ¥982,000 100.0%
少林寺拳法部 ¥329,000 ¥329,000 100.0%
水泳部競泳部門 ¥693,000 ¥693,000 100.0%
水泳部水球部門 ¥265,000 ¥265,000 100.0%
スキー部 ¥1,100,000 ¥938,858 85.4%
スケート部スピード部門 ¥665,000 ¥627,000 94.3%
スケート部フィギュア部門 ¥435,000 ¥435,000 100.0%
相撲部 ¥376,000 ¥376,000 100.0%
ソフトテニス部 ¥435,000 ¥435,000 100.0%
男子ソフトボール部 ¥861,000 ¥861,000 100.0%
女子ソフトボール部 ¥955,000 ¥955,000 100.0%
体操部 ¥798,000 ¥798,000 100.0%
卓球部 ¥575,000 ¥575,000 100.0%
トライアスロン部 ¥475,000 ¥475,000 100.0%
軟式野球部 ¥442,000 ¥0 0.0%
日本拳法部 ¥180,000 ¥180,000 100.0%
馬術部 ¥261,000 ¥261,000 100.0%
男子バスケットボール部 ¥1,355,000 ¥1,355,000 100.0%
女子バスケットボール部 ¥1,444,000 ¥1,444,000 100.0%
バドミントン部 ¥895,000 ¥798,963 89.3%
バレーボール部 ¥635,000 ¥635,000 100.0%
男子ハンドボール部 ¥227,000 ¥227,000 100.0%
女子ハンドボール部 ¥442,000 ¥442,000 100.0%
フェンシング部 ¥555,000 ¥385,100 69.4%
ボクシング部 ¥110,000 ¥110,000 100.0%
ボート部 ¥1,055,000 ¥1,055,000 100.0%
ヨット部 ¥2,361,000 ¥2,278,774 96.5%
ラグビー部 ¥1,041,000 ¥1,041,000 100.0%
男子ラクロス部 ¥825,000 ¥747,558 90.6%
女子ラクロス部 ¥515,000 ¥515,000 100.0%
男子陸上競技部 ¥834,000 ¥834,000 100.0%
女子陸上競技部 ¥905,000 ¥905,000 100.0%
男子陸上ホッケー部 ¥1,255,000 ¥1,255,000 100.0%
女子陸上ホッケー部 ¥1,165,000 ¥1,165,000 100.0%
レスリング部 ¥151,000 ¥151,000 100.0%
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