
加盟種 大学名 人数 部員登録費 連盟費 計
青山学院大学弓道部 55 ¥55,000 ¥20,000 ¥75,000
亜細亜大学 18 ¥18,000 ¥20,000 ¥38,000
桜美林大学弓道部 47 ¥47,000 ¥20,000 ¥67,000
お茶の水女子大学弓道部 15 ¥15,000 ¥10,000 ¥25,000
学習院女子大学 12 ¥12,000 ¥10,000 ¥22,000
学習院大学弓道部 52 ¥52,000 ¥20,000 ¥72,000
慶應義塾大学 55 ¥55,000 ¥20,000 ¥75,000
國學院大学 39 ¥39,000 ¥20,000 ¥59,000
国士舘大学弓道部 9 ¥9,000 ¥20,000 ¥29,000
駒澤大学体育会弓道部 34 ¥34,000 ¥20,000 ¥54,000
芝浦工業大学体育会弓道部 51 ¥51,000 ¥20,000 ¥71,000
首都大学東京体育会弓道部 37 ¥37,000 ¥20,000 ¥57,000
上智大学 49 ¥49,000 ¥20,000 ¥69,000
成蹊大学体育会弓道部 50 ¥50,000 ¥20,000 ¥70,000
成城大学 31 ¥31,000 ¥20,000 ¥51,000
専修大学 47 ¥47,000 ¥20,000 ¥67,000
創価大学 32 ¥32,000 ¥20,000 ¥52,000
大正大学弓道部 25 ¥25,000 ¥20,000 ¥45,000
高千穂大学 20 ¥20,000 ¥20,000 ¥40,000
玉川大学体育会弓道部 46 ¥46,000 ¥20,000 ¥66,000
中央大学弓道部 29 ¥29,000 ¥20,000 ¥49,000
帝京大学 30 ¥30,000 ¥20,000 ¥50,000
電気通信大学 20 ¥20,000 ¥20,000 ¥40,000
東京外国語大学弓道部 42 ¥42,000 ¥20,000 ¥62,000
東京海洋大学 26 ¥26,000 ¥20,000 ¥46,000
東京学芸大学 34 ¥34,000 ¥20,000 ¥54,000
東京経済大学弓道部 24 ¥24,000 ¥20,000 ¥44,000
東京工科大学 40 ¥40,000 ¥20,000 ¥60,000
東京工業大学 43 ¥43,000 ¥20,000 ¥63,000
東京大学運動会弓術部 80 ¥80,000 ¥20,000 ¥100,000
東京都市大学体育会弓道部 36 ¥36,000 ¥20,000 ¥56,000
農友会弓道部 31 ¥31,000 ¥20,000 ¥51,000
東京農工大学 36 ¥36,000 ¥20,000 ¥56,000
東京理科大学Ⅰ部体育局弓道部 57 ¥57,000 ¥20,000 ¥77,000
東洋大学 33 ¥33,000 ¥20,000 ¥53,000
二松学舎大学弓道部 20 ¥20,000 ¥20,000 ¥40,000
日本女子体育大学 10 ¥10,000 ¥10,000 ¥20,000
日本女子大学 25 ¥25,000 ¥10,000 ¥35,000
日本体育大学 15 ¥15,000 ¥20,000 ¥35,000
日本大学 41 ¥41,000 ¥20,000 ¥61,000
一橋大学 44 ¥44,000 ¥20,000 ¥64,000
文化学園大学 6 ¥6,000 ¥10,000 ¥16,000
法政大学 37 ¥37,000 ¥20,000 ¥57,000
武蔵大学体育連合会弓道部 24 ¥24,000 ¥20,000 ¥44,000
明治学院大学体育会弓道部 42 ¥42,000 ¥20,000 ¥62,000
明治大学 29 ¥29,000 ¥20,000 ¥49,000
明星大学体育会弓道部和弓班 38 ¥38,000 ¥20,000 ¥58,000
立教大学 46 ¥46,000 ¥20,000 ¥66,000
立正大学 54 ¥54,000 ¥20,000 ¥74,000
早稲田大学弓道部 59 ¥59,000 ¥20,000 ¥79,000
小計 1775 ¥1,775,000 ¥950,000 ¥2,725,000
工学院大学弓道部 24 ¥24,000 ¥10,000 ¥34,000
東京医科歯科大学弓道部 41 ¥41,000 ¥20,000 ¥61,000
東京電機大学 24 ¥24,000 ¥20,000 ¥44,000
東京薬科大学弓道部 54 ¥54,000 ¥20,000 ¥74,000
日本文化大学弓道部 12 ¥12,000 ¥20,000 ¥32,000
小計 155 ¥155,000 ¥90,000 ¥245,000
総計 1930 ¥1,930,000 ¥1,040,000 ¥2,970,000

※振込は、まとめて振り込んでください。
※但し、都学のものと全日のものは分けてください。
※部員登録費には、退部された者の分も含まれております。
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