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2021年度 課外団体支出内訳

団体名 2021年度予算 2021年度執行 執行率

囲碁研究部 ¥138,000 ¥138,000 100.0%
映画部 ¥110,000 ¥109,861 99.9%
競技ダンス部 ¥495,000 ¥68,306 13.8%
クラシックギタークラブ ¥300,000 ¥285,102 95.0%
軽音楽部 ¥533,500 ¥502,241 94.1%
新演劇研究会劇団月光斜 ¥440,000 ¥259,725 59.0%
交響楽団 ¥1,155,000 ¥1,155,000 100.0%
茶道研究部 ¥580,000 ¥579,200 99.9%
写真部 ¥638,000 ¥622,853 97.6%
将棋研究会 ¥285,000 ¥0 0.0%
書道部 ¥943,000 ¥935,188 99.2%
陶芸部 ¥400,000 ¥210,299 52.6%
能楽部 ¥0 ¥0 -
美術研究部 ¥412,500 ¥238,786 57.9%
邦楽部 ¥643,000 ¥306,375 47.6%
マンドリンクラブ ¥771,000 ¥134,575 17.5%
混声合唱団メディックス ¥519,000 ¥0 0.0%
メンネルコール ¥0 ¥0 -
モダンジャズバレエ部 ¥222,000 ¥35,351 15.9%
落語研究会 ¥175,000 ¥175,000 100.0%
立命PENクラブ ¥0 ¥0 -
ＪＡＺＺ　ＣＬＵＢ ¥300,000 ¥0 0.0%
かるた会 ¥220,000 ¥158,421 72.0%

バトントワリング部 ¥0 ¥0 -

団体名 2021年度予算 2021年度執行 執行率

英語研究会 ¥0 ¥0 -
音響工学研究会 ¥440,000 ¥88,608 20.1%
会計学研究会 ¥9,000 ¥0 0.0%
学生法律相談部 ¥299,000 ¥19,852 6.6%
経済科学研究会 ¥145,000 ¥110,401 76.1%
経済学研究会 ¥0 ¥0 -
考古学研究会 ¥165,000 ¥0 0.0%
広告研究会 ¥73,000 ¥73,000 100.0%
古美術研究会 ¥550,000 ¥479,113 87.1%
社会科学研究会 ¥0 ¥0 -
写真研究会 ¥0 ¥0 -
証券研究会 ¥148,000 ¥0 0.0%
数学研究会 ¥44,000 ¥42,096 95.7%
政治研究会 ¥0 ¥0 -
セツルメント ¥0 ¥0 -
探検部 ¥369,000 ¥0 0.0%
朝鮮文化研究会 ¥14,000 ¥0 0.0%
地理学研究会 ¥363,000 ¥190,894 52.6%
鉄道研究会 ¥36,000 ¥36,000 100.0%
天文研究会 ¥45,000 ¥0 0.0%
東洋史研究会（歴史研究会） ¥17,000 ¥5,062 29.8%
物理科学研究会 ¥259,000 ¥22,086 8.5%
弁論部 ¥0 ¥0 -
法友会 ¥750,000 ¥22,510 3.0%
民科経済研究会 ¥0 ¥0 -
メディア芸術研究会 ¥20,000 ¥0 0.0%
ライフサイエンス研究会 ¥88,000 ¥0 0.0%

立命館コンピュータクラブ ¥230,000 ¥206,890 90.0%

学芸団体

学術団体



第14回中央常任委員会（2022年6月29日）承認

第12回中央委員会（2022年6月30日）承認

団体名 2021年度予算 2021年度執行 執行率

アーチェリー部 ¥961,000 ¥961,000 100.0%
合氣道部 ¥178,000 ¥178,000 100.0%
アイスホッケー部 ¥2,445,000 ¥2,445,000 100.0%
アメリカンフットボール部 ¥1,142,000 ¥1,142,000 100.0%
カヌー部 ¥1,579,000 ¥1,579,000 100.0%
空手道部（新生） ¥364,000 ¥336,730 92.5%
弓道部 ¥945,000 ¥945,000 100.0%
剣道部 ¥996,000 ¥996,000 100.0%
航空部 ¥802,000 ¥801,996 100.0%
硬式庭球部 ¥604,000 ¥604,000 100.0%
硬式野球部 ¥773,000 ¥773,000 100.0%
古武道部 ¥157,000 ¥101,460 64.6%
ゴルフ部 ¥170,000 ¥170,000 100.0%
男子サッカー部 ¥1,684,000 ¥1,684,000 100.0%
女子サッカー部 ¥415,000 ¥415,000 100.0%
山岳部 ¥537,000 ¥535,062 99.6%
自転車競技部 ¥640,000 ¥639,960 100.0%
自動車部 ¥1,197,000 ¥1,197,000 100.0%
射撃部 ¥2,080,000 ¥2,067,242 99.4%
柔道部 ¥621,000 ¥596,750 96.1%
重量挙部 ¥622,000 ¥622,000 100.0%
準硬式野球部 ¥1,152,000 ¥1,152,000 100.0%
少林寺拳法部 ¥494,000 ¥494,000 100.0%
水泳部競泳部門 ¥570,000 ¥570,000 100.0%
水泳部水球部門 ¥374,000 ¥374,000 100.0%
スキー部 ¥1,233,000 ¥1,233,000 100.0%
スケート部スピード部門 ¥753,000 ¥753,000 100.0%
スケート部フィギュア部門 ¥518,000 ¥518,000 100.0%
相撲部 ¥0 ¥0 -
ソフトテニス部 ¥551,000 ¥551,000 100.0%
男子ソフトボール部 ¥1,058,000 ¥1,058,000 100.0%
女子ソフトボール部 ¥1,058,000 ¥1,058,000 100.0%
体操部 ¥844,000 ¥844,000 100.0%
卓球部 ¥357,000 ¥357,000 100.0%
トライアスロン部 ¥703,000 ¥703,000 100.0%
軟式野球部 ¥392,000 ¥392,000 100.0%
日本拳法部 ¥227,000 ¥222,000 97.8%
馬術部 ¥0 ¥0 -
男子バスケットボール部 ¥1,702,000 ¥1,680,051 98.7%
女子バスケットボール部 ¥1,844,000 ¥1,844,000 100.0%
バドミントン部 ¥758,000 ¥758,000 100.0%
バレーボール部 ¥386,000 ¥386,000 100.0%
男子ハンドボール部 ¥297,000 ¥296,970 100.0%
女子ハンドボール部 ¥411,000 ¥411,000 100.0%
フェンシング部 ¥233,000 ¥233,000 100.0%
ボクシング部 ¥46,000 ¥46,000 100.0%
ボート部 ¥1,137,000 ¥1,137,000 100.0%
ヨット部 ¥2,710,000 ¥2,709,949 100.0%
ラグビー部 ¥1,336,000 ¥1,336,000 100.0%
男子ラクロス部 ¥640,000 ¥640,000 100.0%
女子ラクロス部 ¥587,000 ¥586,824 100.0%
男子陸上競技部 ¥879,000 ¥879,000 100.0%
女子陸上競技部 ¥996,000 ¥996,000 100.0%
女子陸上ホッケー部 ¥1,481,000 ¥1,481,000 100.0%
男子陸上ホッケー部 ¥910,000 ¥910,000 100.0%

レスリング部 ¥185,000 ¥184,920 100.0%

体育会団体


