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拝啓  
厳寒の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当

部の活動に深くご理解いただきまして、誠にありがとうございます。さて当部では、標題の
通り所属団体継続審査を実施いたしました。一次審査にてご提出いただきました申請内容
をもとに、二次審査を行い、合否を決定いたしましたので、結果を次の通り公示いたします。
ご確認のほど宜しくお願い致します。  

敬具 
 



継続承認団体
23継_005 体育会丨公認団体 馬術部
23継_020 体育会丨公認団体 少林寺拳法部
23継_024 体育会丨公認団体 カヌー部
23継_025 体育会丨公認団体 自転車競技部
23継_048 体育会丨公認団体 硬式庭球部
23継_054 体育会丨公認団体 卓球部
23継_059 体育会丨公認団体 バドミントン部
23継_063 体育会丨公認団体 男子ハンドボール部
23継_071 体育会丨公認団体 トライアスロン部
23継_072 体育会丨公認団体 女子陸上競技部
23継_091 体育会丨公認団体 フェンシング部
23継_097 体育会丨公認団体 立命スポーツ編集局
23継_104 体育会丨公認団体 ゴルフ部
23継_107 体育会丨公認団体 ヨット部
23継_110 体育会丨公認団体 航空部
23継_115 体育会丨公認団体 女子ラクロス部
23継_117 体育会丨公認団体 女子ハンドボール部
23継_122 体育会丨公認団体 アメリカンフットボール部
23継_127 体育会丨公認団体 アイスホッケー部
23継_138 体育会丨公認団体 男子陸上競技部
23継_140 体育会丨公認団体 スケート部スピード部門
23継_141 体育会丨公認団体 空手道部（新生）
23継_173 体育会丨公認団体 バレーボール部
23継_174 体育会丨公認団体 ソフトテニス部
23継_184 体育会丨公認団体 スケート部フィギュア部門
23継_199 体育会丨公認団体 女子ホッケー部
23継_200 体育会丨公認団体 男子バスケットボール部
23継_201 体育会丨公認団体 スキー部
23継_206 体育会丨公認団体 女子バスケットボール部
23継_212 体育会丨公認団体 柔道部
23継_214 体育会丨公認団体 男子サッカー部
23継_215 体育会丨公認団体 自動車部
23継_230 体育会丨公認団体 ラグビー部
23継_231 体育会丨公認団体 男子ソフトボール部
23継_238 体育会丨公認団体 準硬式野球部
23継_240 体育会丨公認団体 男子ラクロス部
23継_245 体育会丨公認団体 サッカー部女子
23継_248 体育会丨公認団体 男子ホッケー部
23継_250 体育会丨公認団体 合氣道部



23継_253 体育会丨公認団体 軟式野球部
23継_254 体育会丨公認団体 ボート部
23継_262 体育会丨公認団体 ボクシング部
23継_269 体育会丨公認団体 相撲部
23継_277 体育会丨公認団体 硬式野球部
23継_279 体育会丨公認団体 弓道部
23継_288 体育会丨公認団体 剣道部
23継_293 体育会丨公認団体 PRIO
23継_010 体育会丨同好会 RWF立命館プロレス同好会
23継_045 体育会丨同好会 フットサル同好会
23継_050 体育会丨同好会 ワンダーフォーゲル同好会
23継_095 体育会丨同好会 居合道同好会
23継_267 体育会丨同好会 立命館サイクリング同好会
23継_268 体育会丨同好会 日本拳法部
23継_013 学芸総部丨公認団体 邦楽部
23継_044 学芸総部丨公認団体 マンドリンクラブ
23継_047 学芸総部丨公認団体 将棋研究会
23継_079 学芸総部丨公認団体 立命PENクラブ
23継_118 学芸総部丨公認団体 書道部
23継_128 学芸総部丨公認団体 軽音楽部
23継_132 学芸総部丨公認団体 写真部
23継_154 学芸総部丨公認団体 ピアノ研究会
23継_159 学芸総部丨公認団体 映画部
23継_163 学芸総部丨公認団体 混声合唱団メディックス
23継_164 学芸総部丨公認団体 能楽部
23継_169 学芸総部丨公認団体 漫画研究会
23継_170 学芸総部丨公認団体 交響楽団
23継_177 学芸総部丨公認団体 Song-genics
23継_208 学芸総部丨公認団体 美術研究部
23継_210 学芸総部丨公認団体 新演劇研究会劇団月光斜
23継_221 学芸総部丨公認団体 かるた会
23継_223 学芸総部丨公認団体 JAZZ CLUB
23継_258 学芸総部丨公認団体 茶道研究部
23継_272 学芸総部丨公認団体 クラシックギタークラブ
23継_276 学芸総部丨公認団体 落語研究会
23継_287 学芸総部丨公認団体 BLENDERS
23継_053 学芸総部丨同好会 池坊いけばな同好会
23継_062 学芸総部丨同好会 dig up treasure
23継_070 学芸総部丨同好会 クラシックバレエ同好会
23継_100 学芸総部丨同好会 フォークソング同好会KEAKS



23継_143 学芸総部丨同好会 人形劇団ふうせんのり
23継_167 学芸総部丨同好会 劇団立命芸術劇場
23継_205 学芸総部丨同好会 NEW MUSIC研究会
23継_278 学芸総部丨同好会 雅楽会
23継_009 学芸総部丨任意団体 三弾鍵盤
23継_029 学芸総部丨任意団体 珠算部
23継_084 学芸総部丨任意団体 茶ーくる
23継_099 学芸総部丨任意団体 Jack&Beans
23継_103 学芸総部丨任意団体 ミステリー研究会
23継_137 学芸総部丨任意団体 琵琶湖漫画研究会
23継_247 学芸総部丨任意団体 アカペラサークルClef
23継_273 学芸総部丨任意団体 奇術研究会マジックプレイヤーズ
23継_006 学術部丨公認団体 考古学研究会
23継_016 学術部丨公認団体 写真研究会
23継_035 学術部丨公認団体 民科経済研究会
23継_040 学術部丨公認団体 地理学研究会
23継_055 学術部丨公認団体 立命館大学ESS（RESS）
23継_060 学術部丨公認団体 古代史探検部
23継_066 学術部丨公認団体 朝鮮文化研究会
23継_069 学術部丨公認団体 歴史研究会
23継_074 学術部丨公認団体 数学研究会
23継_078 学術部丨公認団体 音響工学研究会
23継_085 学術部丨公認団体 古美術研究会
23継_108 学術部丨公認団体 ライフサイエンス研究会
23継_112 学術部丨公認団体 物理科学研究会
23継_125 学術部丨公認団体 広告研究会
23継_146 学術部丨公認団体 法友会
23継_153 学術部丨公認団体 ROBINHOOD
23継_192 学術部丨公認団体 学生法律相談部
23継_203 学術部丨公認団体 天文研究会
23継_227 学術部丨公認団体 経済科学研究会
23継_236 学術部丨公認団体 証券研究会
23継_239 学術部丨公認団体 メディア芸術研究会
23継_241 学術部丨公認団体 社会科学研究会
23継_260 学術部丨公認団体 鉄道研究会
23継_261 学術部丨公認団体 探検部
23継_056 学術部丨同好会 草津天文研究会
23継_087 学術部丨同好会 飛行研究会ダンデライオン
23継_124 学術部丨同好会 城郭研究部
23継_121 学術部丨任意団体 立命館大学猫の会 RitsCat



23継_172 学術部丨任意団体 手話サークル「歩む会」
23継_180 学術部丨任意団体 舞style
23継_213 学術部丨任意団体 衣笠地区BBS会
23継_237 学術部丨任意団体 和太鼓ドン
23継_274 学術部丨任意団体 Rits BLOH
23継_004 登録団体 ミレニアム
23継_007 登録団体 TWINS
23継_008 登録団体 立命館大学Sourire Swim Team
23継_012 登録団体 立命館大学サイクリング同好会
23継_021 登録団体 立命館大学料理サークルmeRci
23継_022 登録団体 立命館大学オリエンテーリングクラブ
23継_023 登録団体 経済学AI研究会　マシンエコノミクス
23継_028 登録団体 Fusion of Gambit
23継_030 登録団体 FC.ALEGRE
23継_032 登録団体 Hawaiian Circle meahula
23継_034 登録団体 アコースティックギターサークル
23継_036 登録団体 Design Factory
23継_038 登録団体 Into the Green
23継_039 登録団体 カウンタードライブ
23継_042 登録団体 Rits避球隊
23継_043 登録団体 ホワイトクリスタル
23継_046 登録団体 きぬトン
23継_049 登録団体 R.D.C.
23継_051 登録団体 Voice&Animation研究会
23継_052 登録団体 競馬ヒヒーン
23継_057 登録団体 Steppin'
23継_058 登録団体 PTP -Pokemon Trainers Party-
23継_061 登録団体 東方詠命郷
23継_068 登録団体 Walkers
23継_073 登録団体 立命館テコンドークラブ
23継_075 登録団体 立命館大学　デュエルマスターズ同好会
23継_076 登録団体 立命館大学ラブライブ研究会
23継_077 登録団体 Zephyr
23継_080 登録団体 立命館スマブラサークル
23継_081 登録団体 soleil
23継_082 登録団体 京都チーム「櫻嵐洛」
23継_083 登録団体 SILKY COTTON
23継_086 登録団体 法交渉学研究会
23継_088 登録団体 立命館OICボードゲーム同好会
23継_089 登録団体 Dolphin



23継_090 登録団体 アトラ
23継_092 登録団体 創作ダンスサークルcollash
23継_093 登録団体 立命館大学裏千家茶道サークル神無月
23継_096 登録団体 TORITON
23継_098 登録団体 Rogue
23継_106 登録団体 御朱Rits
23継_109 登録団体 立命館大学レゴ部
23継_111 登録団体 立命館大学トイカメラサークルゆるカメ
23継_113 登録団体 Morits 立命館OICモルックサークル
23継_114 登録団体 立弓会
23継_126 登録団体 立命館大学オカルト研究会
23継_129 登録団体 立命館大学スポーツチャンバラサークル
23継_130 登録団体 Balon
23継_131 登録団体 RitsB
23継_133 登録団体 BRISE MUSIC
23継_135 登録団体 立命館スカッシュサークル
23継_145 登録団体 立命館釣り同好会
23継_147 登録団体 茨木ご当地ソフトクリームプロジェクト
23継_148 登録団体 papillon
23継_149 登録団体 OICポケモンサークル
23継_151 登録団体 立命館大学グラスルーツ
23継_152 登録団体 ロケット団
23継_156 登録団体 RitsBIC
23継_158 登録団体 手芸サークル　Rowan
23継_161 登録団体 Painting&Comics
23継_162 登録団体 ギタえもん
23継_179 登録団体 EmpireCast
23継_181 登録団体 REM
23継_182 登録団体 OICアコギサークル
23継_183 登録団体 着物文化研究会
23継_185 登録団体 グッドサマリタンクラブ
23継_187 登録団体 立命館大学フリークライミングサークル　Climber's High
23継_188 登録団体 歴史問題研究会
23継_189 登録団体 レシーブ友の会
23継_190 登録団体 華道・フラワーアレンジメントサークル
23継_194 登録団体 衣笠会
23継_195 登録団体 ぱるくるん
23継_197 登録団体 アルティメットサークルルドルフ
23継_204 登録団体 大川活用プロジェクト支援団体haconiwa
23継_209 登録団体 MADOIヨーヨースピナーズ



23継_211 登録団体 立命館珈琲研究会RCS
23継_216 登録団体 立命館大学クイズソサエティー
23継_217 登録団体 日本模擬国連京都研究会
23継_218 登録団体 カラーガードサークルLUSTER
23継_220 登録団体 関西あおぞらプロジェクト
23継_222 登録団体 Luceat
23継_224 登録団体 APOLLO
23継_225 登録団体 国際協力団体IROHA
23継_226 登録団体 Moulin
23継_228 登録団体 Rose Habitat
23継_229 登録団体 立命館大学陸上競技同好会(RAC)
23継_232 登録団体 立命館BKCポケモンサークル
23継_233 登録団体 NTKS
23継_234 登録団体 民青同盟
23継_235 登録団体 立命館大学戦史研究会
23継_242 登録団体 立命館大学短歌会
23継_243 登録団体 cos-mate
23継_244 登録団体 ルートキャリア
23継_249 登録団体 金太郎スキー同好会
23継_252 登録団体 smashers
23継_259 登録団体 TRPG倶楽部
23継_263 登録団体 RISE
23継_264 登録団体 natuRable
23継_270 登録団体 硬式テニスサークルBreeze
23継_271 登録団体 立命館ボルダリングサークル
23継_275 登録団体 Beat Sense
23継_280 登録団体 INTERPLAY
23継_282 登録団体 Ritsumeikan EVOLVED
23継_285 登録団体 ACE
23継_289 登録団体 立命館テクノ部
23継_291 登録団体 吹奏楽サークルFiz
23継_292 登録団体 百宴らいたぁ
23継_294 登録団体 X's
23継_295 登録団体 F.C.原谷
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継続保留団体
23継_003 体育会丨公認団体 体操部
23継_019 体育会丨公認団体 射撃部
23継_094 体育会丨公認団体 水泳部水球部門



23継_175 体育会丨公認団体 水泳部競泳部門
23継_037 体育会丨同好会 ウィンドサーフィン同好会
23継_011 学芸総部丨公認団体 モダンジャズバレエ部
23継_018 学芸総部丨公認団体 競技ダンス部
23継_031 学芸総部丨公認団体 バトントワリング部
23継_144 学芸総部丨公認団体 囲碁研究部
23継_067 学芸総部丨同好会 映画研究会
23継_142 学芸総部丨同好会 Free Music Circle PEACE
23継_134 学術部丨公認団体 政治研究会
23継_186 学術部丨公認団体 経済学研究会
23継_191 学術部丨公認団体 OIC NEXUS
23継_219 登録団体 Power Smash
23継_256 登録団体 STUDY FOR TWO
23継_257 登録団体 A(C)
23継_123 体育会丨公認団体 山岳部
23継_139 体育会丨公認団体 重量挙部
23継_150 体育会丨公認団体 女子ソフトボール部
23継_171 体育会丨公認団体 アーチェリー部
23継_266 体育会丨公認団体 レスリング部
23継_105 体育会丨同好会 軟式庭球同好会
23継_207 学芸総部丨公認団体 陶芸部
23継_166 学芸総部丨任意団体 Rock Commune
23継_198 学術部丨公認団体 立命館コンピュータクラブ(RCC)
23継_027 登録団体 NAO
23継_064 登録団体 古武道部
23継_101 登録団体 SWISH
23継_116 登録団体 関西Wall Street
23継_160 登録団体 IVUSA京都
23継_165 登録団体 放浪同好会
23継_168 登録団体 バドミントン愛好会
23継_176 登録団体 GREENS
23継_178 登録団体 NEXUS
23継_196 登録団体 Porcupine
23継_246 登録団体 phototo
23継_265 登録団体 Shove-it
23継_281 登録団体 LIBRE
23継_283 登録団体 sfidante
23継_284 登録団体 立命館大学アイドルマスターサークル
23継_286 登録団体 京炎そでふれ！おどりっつ
23継_290 登録団体 立命館大学ハンドボールサークルDHC



申請なし 学芸総部丨公認団体 メンネルコール
申請なし 学術部丨公認団体 セツルメント
申請なし 学術部丨公認団体 弁論部
申請なし 登録団体 Dive In Blue
申請なし 登録団体 FB+1
申請なし 登録団体 FC.PEANUTS
申請なし 登録団体 OIC Guyners
申請なし 登録団体 ROOKIES
申請なし 登録団体 TOM SAWYER
申請なし 登録団体 voots
申請なし 登録団体 wing field
申請なし 登録団体 WINS〈バレーボール〉
申請なし 登録団体 スキューバダイビングNGIS
申請なし 登録団体 フラメンコサークルSonsonete
申請なし 登録団体 ボラっちぇ
申請なし 登録団体 国際交流団体BEPPINE
申請なし 登録団体 蹴師
申請なし 登録団体 洛西クラブ
申請なし 登録団体 立命館ぽてんヒッツ
申請なし 登録団体 立命館大学Rangers
申請なし 登録団体 立命館大学フェアトレード団体beleaf
申請なし 登録団体 旅猿
申請なし 登録団体 K-POPダンスサークル　Aile
申請なし 登録団体 立命館綜合藝術サークル　まだない

計 67

※継続保留団体については、後日個別でご連絡いたします。
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