
2016年度運代最終案 2016年度文代最終案

サークルID サークル名 最終援助案 サークルID サークル名 最終援助案
10001 合氣道会 ¥78,000 20002 アニメーション研究会 ¥50,000
10003 合気道部 ¥62,000 20003 アマチュア無線クラブ ¥85,000
10004 アメリカンフットボール部 ¥160,000 20006 裏千家茶道同好会 ¥60,000
10007 A号軟式野球部 ¥7,000 20009 映画制作スピカ1895 ¥60,000
10010 オリエンテーリングクラブ ¥35,000 20011 FGA ¥40,000
10011 海洋研究会 ¥66,000 20012 エレクトーンクラブ ¥50,000
10013 弓術部 ¥45,000 20013 オセロサークルGORO ¥3,000
10014 弓道同好会 ¥35,000 20015 音楽部管弦楽団 ¥250,000
10018 剣友会 ¥23,000 20016 音楽部合唱団コールアカデミー ¥0
10020 護身武道空手部 ¥114,000 20019 海洋調査探検部 ¥75,000
10023 ゴルフ部 ¥140,000 20020 教養学部化学部 ¥79,000
10024 山岳愛好会雷鳥 ¥35,000 20021 歌劇団 ¥50,000
10026 自転車部旅行班 ¥36,000 20022 東京大学合唱団あらぐさ ¥80,000
10027 射撃部 ¥340,000 20028 奇術愛好会 ¥62,000
10030 少林寺拳法部 ¥5,000 20031 Clavis ¥73,000
10031 女子バスケットボール部 ¥13,000 20038 劇工舎プリズム ¥20,000
10032 スキー部 ¥35,000 20041 現代社会研究会 ¥50,000
10033 スケート部アイスホッケー部門 ¥284,000 20047 コーロ・ソーノ合唱団 ¥100,000
10034 スケート部フィギィア部門 ¥0 20050 古典音楽鑑賞会 ¥30,000
10037 相撲部 ¥50,000 20053 駒場点友会 ¥4,000
10039 颯剣会 ¥14,000 20057 茶道部 ¥200,000
10041 ソフトボール部 ¥59,000 20060 Theatre MERCURY ¥10,000
10043 体操部 ¥99,000 20062 室内楽の会 ¥20,000
10046 釣友会 ¥9,000 20067 尺八部 ¥45,000
10048 TECKTECK ¥24,000 20070 将棋部 ¥55,000
10051 なかよしさいくる ¥26,000 20071 書道研究会 ¥40,000
10056 Pacificus Racquetball Club ¥18,000 20072 白ばら会合唱団 ¥35,000
10059 バドミントン同好会 ¥31,000 20074 吹奏楽部 ¥135,000
10063 フェンシング部 ¥34,000 200076 生物学研究会 ¥3,000
10064 フラメンコ舞踏団 ¥70,000 20080 筝曲研究会 ¥16,000
10065 ボウリング部 ¥69,000 20084 チェスサークル ¥55,000
10066 ボディビル＆ウェイトリフティング部 ¥17,000 20085 地文研究会 ¥140,000
10069 洋弓部 ¥22,000 20088 鉄道研究会 ¥110,000
10070 ヨット部 ¥380,000 20093 能狂言研究会 ¥10,000
10073 ラクロス部女子 ¥10,000 20096 柏葉会合唱団 ¥230,000
10074 ラクロス部男子 ¥14,000 20098 ビートルズ研究会アビーロード ¥16,000
10075 陸上運動部 ¥1,000 20100 百人一首同好会 ¥68,000
10080 剣道部 ¥45,000 20103 フィルハーモニー管弦楽団 ¥55,000
10084 山登りサークルTREX ¥2,000 20104 フィロムジカ交響楽団 ¥120,000
10096 ハンドボール部 ¥17,000 20105 フォイヤーヴェルク管弦楽団 ¥60,000
10102 古流武術鹿島神流 ¥17,000 20107 物理学研究会 ¥2,000
10103 バトミントン部 ¥50,000 20108 ブラスアカデミー ¥80,000
10111 ヨットサークルSEAWIND ¥100,000 20111 フルート同好会 ¥30,000
10130 ア式蹴球部女子 ¥5,000 20113 文芸部 ¥6,000

20118 法学部緑会合唱団 ¥30,000
20127 マラバリスタ ¥55,000
20129 民族音楽愛好会 ¥45,000
20130 東京大学・お茶の水女子大学民族舞踊研究会 ¥50,000
20131 中世ルネサンス無伴奏混声合唱団ムジカサクラ ¥25,000
20139 理論化学グループ ¥6,000

運代合計 ¥2,696,000 20149 Jazz Junk Workshop ¥85,000
20152 劇団Radish ¥0
20153 マンドリンクラブ ¥15,000
20155 神社研究会 ¥14,000
20174 音楽部合唱団Coro Letizia ¥65,000
20204 クラリネット同好会 ¥20,000
20221 長唄研究会 ¥8,000
20222 劇団高校生 ¥40,000
20227 Estudiantina Komaba ¥0

文代合計 ¥3,220,000


