
2022年度選抜・インカレ大会費用 

 

平素よりお世話になっております。全日本学生弓道連盟の清田と申します。 

 

2022年度の選抜大会・インカレ大会の費用を請求させていただきます。続くページの表から自分の大学の請求額を確認後、以下

のフォームに振り込んでいただくようお願い致します。期限は 7月 24日（日）とさせていただきます。 

 

昨年度主将会議にて、今年度インカレ大会の広告掲載費・負担金の金額の変更を行うと発表させていた

だきましたが、こちらの不手際により、今年度のインカレ大会は昨年度と同じ金額とさせていただくことにな

りました。この度は各加盟校の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

 

振込先は以下となっております。 

三菱 UFJ銀行 高田馬場支店（店番号 053）普通預金 口座番号 1300491 

全日本学生弓道連盟 会計 藤原佑紀 

（ゼンニホンガクセイキュウドウレンメイ カイケイ フジワラユウキ） 

 

振り込み依頼人名については基本的に『大学 ID ＋大学名』でお願いします（＋は除く） 

例：大学 ID： 910 大学名：全弓大学 の場合 

  『０９１０ゼンキュウダイガク』 

 

振り込み後、以下のフォームに忘れずに答えてください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZYSwow_dcIr5Bn-FwLsvSAvDwQNo2er5HtDdDY_xS01j5g/viewform?usp=sf_link 

 

【注意事項】 

・「以前までの未納額・超過額」の項目は、2021年度の大会、部員登録費・連盟費の未納額、また、誤って過分に振り込んだ額を

表示しております。超過額はマイナス表示されています。 

・振り込み人名に大学 IDが付されていない場合、こちら側で振り込みの確認の作業が滞ってしまい領収書の発行に支障が生じて

しまうので、お手数をおかけしますが、大学 IDを付すようにしていただきたいです。 

・領収書は大会当日の選手受付の際に手渡しさせていただきます。 

 

何か質問等があれば以下のメールアドレスにご連絡ください。 

zennichi.kaikei.00@gmail.com 

 

全日本学生弓道連盟 執行委員 清田大河 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ZYSwow_dcIr5Bn-FwLsvSAvDwQNo2er5HtDdDY_xS01j5g/viewform?usp=sf_link
mailto:zennichi.kaikei.00@gmail.com


男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

1001 旭川医科大学 旭川医科大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

1002 小樽商科大学 小樽商科大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        24,200¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      54,200¥       

1003 帯広畜産大学 帯広畜産大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               7,700¥        -¥               -¥                      -¥                      -¥                      7,700¥         

1004 北見工業大学 北見工業大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

1005 釧路公立大学 釧路公立大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               9,900¥        -¥               -¥                      -¥                      -¥                      9,900¥         

1006 札幌医科大学 札幌医科大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               6,600¥        -¥               -¥                      -¥                      -¥                      6,600¥         

1007 札幌学院大学 札幌学院大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        36,300¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      66,300¥       

1008 札幌大学 林文昭 -¥                      -¥                      11,000¥      -¥               7,700¥        6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      34,700¥       

1009 東京農業大学北海道オホーツクキャンパス 東京農業大学農友会オホーツク支部弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

1010 藤女子大学 藤女子大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               2,200¥        -¥               -¥                      -¥                      -¥                      2,200¥         

1011 北星学園大学 北星学園大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               18,700¥      -¥               -¥                      -¥                      -¥                      18,700¥       

1012 北海学園大学 北海学園大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        15,400¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      45,400¥       

1013 北海道科学大学 北海道科学大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        -¥               -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      30,000¥       

1014 北海道教育大学旭川校 北海道教育大学旭川校弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                      -¥                      27,000¥             27,000¥       

1015 北海道大学 北海道大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        46,200¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      82,200¥       

1016 室蘭工業大学 室蘭工業大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               15,400¥      -¥               -¥                      -¥                      -¥                      15,400¥       

1017 酪農学園大学 酪農学園大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               12,100¥      1,500¥        -¥                      -¥                      -¥                      13,600¥       

1019 公立千歳科学技術大学 公立千歳科学技術大学 -¥                      -¥                      -¥               -¥               5,500¥        -¥               -¥                      -¥                      -¥                      5,500¥         

1020 北海道医療大学 北海道医療大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               3,300¥        -¥               -¥                      -¥                      -¥                      3,300¥         

1022 北海道教育大学札幌校 北海道教育大学札幌校大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

総計 -¥                      -¥                      66,000¥      45,000¥      211,200¥    13,500¥      60,000¥             -¥                      27,000¥             422,700¥     

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（北海道）

広告掲載費 パンフレット代
参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

計大学ID 未納・超過額

インカレ大会選抜大会

大学名 領収書名義



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

2001 秋田県立大学 秋田県立大学砂弓会 -¥                      -¥                      -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

2002 秋田大学 秋田大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        36,300¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      66,300¥       

2003 石巻専修大学 石巻専修大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        25,300¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      55,300¥       

2006 岩手大学 岩手大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        11,000¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      41,000¥       

2008 東北学院大学 東北学院大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        20,900¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -32,000¥            24,900¥       

2009 東北工業大学 東北工業大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        28,600¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      58,600¥       

2010 東北大学 東北大学学友会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        22,000¥      7,500¥        10,000¥             -¥                      -¥                      59,500¥       

2011 東北福祉大学 東北福祉大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        13,200¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      43,200¥       

2012 日本大学工学部 日本大学工学部体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      -¥               -¥               -¥               10,000¥             -¥                      -20,000¥            1,000¥         

2014 東日本国際大学 東日本国際大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        14,300¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      44,300¥       

2015 弘前大学 弘前大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        27,500¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      57,500¥       

2016 福島大学 フクシマダイガク -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        26,400¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      56,400¥       

2017 宮城学院女子大学 宮城学院女子大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               9,000¥        11,000¥      -¥               10,000¥             -¥                      -10,000¥            20,000¥       

2018 宮城教育大学 宮城教育大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥               9,000¥        -¥               -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      19,000¥       

2019 山形大学 山形大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        23,100¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      59,100¥       

総計 -¥                      -¥                      132,000¥    117,000¥    259,600¥    19,500¥      140,000¥           -¥                      -62,000¥            606,100¥     

参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（東北）

大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会 インカレ大会

計
広告掲載費 パンフレット代

未納・超過額



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

3001 金沢学院大学 金沢学院大学後援会（弓道部） -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        16,500¥      9,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      55,500¥       

3002 金沢工業大学 金沢工業大学 弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        16,500¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      46,500¥       

3003 金沢大学 金沢大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        18,700¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      48,700¥       

3004 仁愛大学 仁愛大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

3005 信州大学 信州大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        57,200¥      12,000¥      30,000¥             -¥                      -¥                      119,200¥     

3006 富山大学 富山大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        17,600¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      47,600¥       

3007 富山大学医学部薬学部 富山大学医学部薬学部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        36,300¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      66,300¥       

3008 長野大学 公立大学法人長野大学 -¥                      -¥                      -¥               9,000¥        4,400¥        -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      23,400¥       

3009 新潟大学 新潟大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        23,100¥      -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      53,100¥       

3010 福井大学 福井大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      -¥               7,700¥        -¥               10,000¥             -¥                      -¥                      28,700¥       

総計 -¥                      -¥                      88,000¥      72,000¥      198,000¥    21,000¥      110,000¥           -¥                      -¥                      489,000¥     

参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（北信越）

大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会 インカレ大会

計
広告掲載費 パンフレット代

未納・超過額



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

4001 茨城大学 茨城大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        35,200¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      71,200¥       

4002 宇都宮大学 宇都宮大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        24,200¥      -¥                40,000¥             -¥                      -¥                      84,200¥       

4003 神奈川大学 神奈川大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        26,400¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      56,400¥       

4004 鎌倉女子大学 鎌倉女子大学学友会 -¥                      -¥                      -¥                -¥                1,100¥        -¥                -¥                      -¥                      -¥                      1,100¥         

4005 神田外語大学 神田外語大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                9,000¥        -¥                1,500¥        10,000¥             -¥                      -¥                      20,500¥       

4006 関東学院大学 関東学院大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        8,800¥        -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      38,800¥       

4007 群馬大学 群馬大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                13,200¥      -¥                -¥                      -¥                      -¥                      13,200¥       

4008 国際武道大学 国際武道大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        22,000¥      12,000¥      10,000¥             -¥                      -¥                      64,000¥       

4009 埼玉大学 埼玉大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        17,600¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      47,600¥       

4010 淑徳大学 淑徳大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        20,900¥      12,000¥      10,000¥             -¥                      -¥                      62,900¥       

4011 城西大学 城西大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        24,200¥      4,500¥        10,000¥             -¥                      -¥                      58,700¥       

4012 女子栄養大学 女子栄養大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                9,000¥        4,400¥        -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      23,400¥       

4013 大東文化大学 大東文化大学弓道部 30,000¥             -¥                      11,000¥      9,000¥        34,100¥      -¥                32,000¥             -¥                      -¥                      116,100¥     

4014 高崎経済大学 高崎経済大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        29,700¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      59,700¥       

4015 千葉工業大学 千葉工業大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        38,500¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      74,500¥       

4016 千葉商科大学 千葉商科大学 体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        15,400¥      -¥                10,000¥             700¥                  -¥                      46,100¥       

4017 千葉大学 千葉大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        27,500¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      57,500¥       

4018 筑波大学 筑波大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        17,600¥      12,000¥      30,000¥             2,100¥               -¥                      81,700¥       

4019 都留文科大学 都留文科大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        19,800¥      7,500¥        10,000¥             -¥                      -¥                      57,300¥       

4020 鶴見大学 鶴見大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

4021 東海大学 東海大学湘南校舎体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        25,300¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      55,300¥       

4022 東洋大学川越 東洋大学川越体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        18,700¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      48,700¥       

4023 獨協大学 獨協大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        15,400¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      45,400¥       

4024 日本工業大学 日本工業大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        9,900¥        10,500¥      10,000¥             -¥                      -¥                      50,400¥       

4025 日本大学工科 日本大学工科弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        22,000¥      10,500¥      10,000¥             -¥                      -¥                      62,500¥       

4026 日本大学生物資源科学部 日本大学生物資源科学部体育部連盟弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        -¥                -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      30,000¥       

4027 白鴎大学 白鷗大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        8,800¥        -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      38,800¥       

4028 文教大学 文教大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

4029 防衛大学校 防衛大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

4030 山梨学院大学 山梨学院大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

4031 山梨大学 山梨大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        5,500¥        -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      35,500¥       

4032 横浜国立大学 横浜国立大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        31,900¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      61,900¥       

4033 横浜市立大学 横浜市立大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        23,100¥      12,000¥      10,000¥             -¥                      -¥                      65,100¥       

4034 流通経済大学 流通経済大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                5,500¥        -¥                -¥                      -¥                      14,000¥             19,500¥       

4035 麗澤大学 麗澤大学学友会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

4036 麻布大学 麻布大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                25,300¥      -¥                -¥                      -¥                      -¥                      25,300¥       

4039 埼玉工業大学 埼玉工業大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      5,000¥               5,000¥         

4042 帝京大学　宇都宮キャンパス 帝京大学宇都宮キャンパス弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      5,000¥               5,000¥         

4047 中央学院大学 中央学院大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      3,000¥               3,000¥         

総計 30,000¥             -¥                      275,000¥    243,000¥    572,000¥    94,500¥      342,000¥           2,800¥               27,000¥             1,573,300¥  

参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（関東）

大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会 インカレ大会

計
広告掲載費 パンフレット代

未納・超過額



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

5001 青山学院大学 青山学院大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       33,000¥       10,500¥      10,000¥            -¥                     -¥                     73,500¥      

5002 亜細亜大学 亜細亜大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥                -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

5003 桜美林大学 桜美林大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       39,600¥       -¥               12,000¥            -¥                     -¥                     71,600¥      

5004 お茶の水女子大学 お茶の水女子大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥                -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

5005 学習院女子大学 学習院女子大学 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       5,500¥         -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     24,500¥      

5006 学習院大学 学習院大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       41,800¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     71,800¥      

5007 慶應義塾大学 慶應義塾大学 30,000¥            -¥                     11,000¥      9,000¥       67,100¥       12,000¥      32,000¥            2,100¥              -¥                     163,200¥     

5008 國學院大學 國學院大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       51,700¥       9,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     90,700¥      

5009 国士舘大学 国士舘大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       18,700¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     48,700¥      

5010 駒澤大学 駒澤大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       15,400¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     45,400¥      

5011 芝浦工業大学 芝浦工業大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       42,900¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     72,900¥      

5012 東京都立大学 東京都立大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       36,300¥       4,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     70,800¥      

5013 上智大学 上智大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       37,400¥       7,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     74,900¥      

5014 成蹊大学 成蹊大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       35,200¥       4,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     69,700¥      

5015 成城大学 成城大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       25,300¥       3,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     58,300¥      

5016 専修大学 専修大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       35,200¥       6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     71,200¥      

5017 創価大学 創価大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       12,100¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     42,100¥      

5018 大正大学 大正大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       4,400¥         3,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     37,400¥      

5019 高千穂大学 高千穂大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               3,300¥         -¥               -¥                     -¥                     17,000¥            3,300¥        

5020 玉川大学 玉川大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       20,900¥       7,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     58,400¥      

5021 中央大学 中央大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       40,700¥       12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     82,700¥      

5022 帝京大学 帝京大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       25,300¥       12,000¥      20,000¥            -¥                     -¥                     77,300¥      

5023 電気通信大学 電気通信大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               15,400¥       -¥               -¥                     -¥                     -¥                     15,400¥      

5024 東京外国語大学 タニ　ワカナ　トウキヨウガイコクゴダイガク -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       -¥                -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     30,000¥      

5025 東京海洋大学 東京海洋大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥                -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

5026 東京学芸大学 東京学芸大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       34,100¥       9,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     73,100¥      

5027 東京経済大学 東京経済大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥                -¥               -¥                     -¥                     23,000¥            -¥               

5028 東京工科大学 東京工科大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥                -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

5029 東京工業大学 東京工業大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       52,800¥       12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     94,800¥      

5030 東京大学 東京大学運動会弓術部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       69,300¥       6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     105,300¥     

5031 東京都市大学 東京都市大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       16,500¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     46,500¥      

5032 東京農業大学 農友会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       40,700¥       12,000¥      12,000¥            -¥                     -¥                     84,700¥      

5033 東京農工大学 東京農工大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               2,200¥         -¥               -¥                     -¥                     -¥                     2,200¥        

5034 東京理科大学 東京理科大学Ⅰ部体育局弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       29,700¥       9,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     68,700¥      

5035 東洋大学 東洋大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       20,900¥       6,000¥       20,000¥            -¥                     -¥                     66,900¥      

5036 二松學舍大学 二松学舎大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥                -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

5037 日本女子体育大学 日本女子体育大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       15,400¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     34,400¥      

5038 日本女子大学 日本女子大学 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       23,100¥       3,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     45,100¥      

5039 日本大学 日本大学弓道部 10,000¥            8,400¥              11,000¥      9,000¥       39,600¥       -¥               42,000¥            8,400¥              -¥                     128,400¥     

5040 一橋大学 一橋大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       39,600¥       9,000¥       20,000¥            -¥                     -¥                     88,600¥      

5042 法政大学 法政大学体育会弓道部 30,000¥            -¥                     11,000¥      9,000¥       35,200¥       10,500¥      32,000¥            -¥                     -¥                     127,700¥     

5043 武蔵大学 武蔵大学体育連合会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       15,400¥       7,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     52,900¥      

5044 明治学院大学 明治学院大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       41,800¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     71,800¥      

5045 明治大学 明治大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       29,700¥       12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     71,700¥      

5046 明星大学 明星大学体育会弓道部和弓班 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       22,000¥       1,500¥       10,000¥            -¥                     49,000¥            53,500¥      

5047 立教大学 立教大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       33,000¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     63,000¥      

5048 立正大学 立正大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       28,600¥       6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     64,600¥      

5049 早稲田大学 早稲田大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       46,200¥       12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     88,200¥      

5050 工学院大学 工学院大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       23,100¥       12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     65,100¥      

5055 日本体育大学 日本体育大学学友会弓道会 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       17,600¥       9,000¥       12,000¥            -¥                     -¥                     58,600¥      

総計 70,000¥            8,400¥              418,000¥    369,000¥    1,283,700¥   228,000¥    522,000¥          10,500¥            89,000¥            2,909,600¥  

参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

正加盟

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（東京都）

加盟種 大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会 インカレ大会

計
広告掲載費 パンフレット代

未納・超過額



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

6001 愛知学院大学 愛知学院大学　弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        29,700¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      59,700¥       

6002 愛知教育大学 愛知教育大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                28,600¥      1,500¥        -¥                      -¥                      -¥                      30,100¥       

6003 愛知県立大学 愛知県立大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                14,300¥      -¥                -¥                      -¥                      -¥                      14,300¥       

6004 愛知工業大学 愛知工業大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        23,100¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      59,100¥       

6005 愛知淑徳大学 愛知淑徳大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        36,300¥      10,500¥      10,000¥             -¥                      -¥                      76,800¥       

6006 愛知大学 愛知大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        22,000¥      3,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      55,000¥       

6007 朝日大学 朝日大学学友会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                3,300¥        3,000¥        -¥                      -¥                      -¥                      6,300¥         

6008 岐阜大学 岐阜大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        24,200¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      54,200¥       

6009 岐阜薬科大学 岐阜薬科大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                6,600¥        -¥                -¥                      -¥                      -¥                      6,600¥         

6010 金城学院大学 金城学院大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                9,000¥        -¥                -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      19,000¥       

6011 皇學館大学 皇學館大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        22,000¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      52,000¥       

6012 至学館大学 至学館大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                4,400¥        -¥                -¥                      -¥                      -¥                      4,400¥         

6013 静岡大学 静岡大学 20,000¥             -¥                      11,000¥      9,000¥        52,800¥      6,000¥        20,000¥             -¥                      -¥                      118,800¥     

6014 静岡理工科大学 静岡理工科大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      17,000¥             17,000¥       

6015 椙山女学園大学 椙山女学園大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

6016 大同大学 大同大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        14,300¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      44,300¥       

6017 中京大学 中京大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        16,500¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      46,500¥       

6018 中部学院大学 中部学院大学 -¥                      -¥                      -¥                9,000¥        6,600¥        -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      25,600¥       

6019 中部大学 中部大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        24,200¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      54,200¥       

6020 東海大学海洋学部 東海大学海洋学部体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      3,000¥               3,000¥         

6021 常葉大学 常葉大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        17,600¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      47,600¥       

6023 名古屋工業大学 名古屋工業大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        15,400¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      45,400¥       

6024 名古屋商科大学 名古屋商科大学 -¥                      -¥                      11,000¥      -¥                15,400¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      42,400¥       

6025 名古屋女子大学 名古屋女子大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                2,200¥        -¥                -¥                      -¥                      -¥                      2,200¥         

6026 名古屋市立大学 名古屋市立大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        17,600¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      47,600¥       

6027 名古屋大学 名古屋大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        69,300¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      99,300¥       

6028 南山大学 南山大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        36,300¥      10,500¥      10,000¥             -¥                      -¥                      76,800¥       

6029 日本福祉大学 日本福祉大学弓道部　クリタアユミ -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        17,600¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      47,600¥       

6030 三重大学 三重大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        17,600¥      1,500¥        10,000¥             -¥                      -¥                      49,100¥       

6031 名城大学 名城大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        37,400¥      9,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      76,400¥       

6033 鈴鹿医療科学大学 鈴鹿医療科学大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

6035 名古屋学芸大学 名古屋学芸大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

6037 星城大学 星城大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

総計 20,000¥             -¥                      209,000¥    180,000¥    575,300¥    57,000¥      220,000¥           -¥                      20,000¥             1,281,300¥  

参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（東海）

大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会 インカレ大会

計
広告掲載費 パンフレット代

未納・超過額



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

7002 大阪教育大学 大阪教育大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       7,700¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     37,700¥      

7003 大阪経済大学 大阪経済大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       44,000¥      6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     80,000¥      

7005 大阪芸術大学 大阪芸術大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       13,200¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     43,200¥      

7006 大阪産業大学 大阪産業大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       22,000¥      10,500¥      10,000¥            -¥                     -¥                     62,500¥      

7007 大阪公立大学すぎもと支部 大阪公立大学すぎもと支部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       23,100¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     53,100¥      

7008 大阪歯科大学 大阪歯科大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7009 大阪大学 大阪大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       59,400¥      6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     95,400¥      

7010 大阪大学外国語学部 大阪大学外国語学部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     10,000¥            10,000¥      

7011 大阪電気通信大学 大阪電気通信大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       4,400¥       12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     46,400¥      

7012 大阪公立大学なかもず支部 大阪公立大学なかもず支部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       42,900¥      12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     84,900¥      

7013 大手前大学 大手前大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       7,700¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     26,700¥      

7014 関西学院大学 関西学院大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       38,500¥      12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     80,500¥      

7015 関西大学 関西大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       114,400¥    12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     156,400¥     

7016 京都外国語大学 京都外国語大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       9,900¥       6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     45,900¥      

7017 京都先端科学大学 京都先端科学大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       9,900¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     39,900¥      

7018 京都橘大学 京都橘大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       31,900¥      12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     73,900¥      

7019 京都教育大学 京都教育大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       18,700¥      9,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     57,700¥      

7020 京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       27,500¥      1,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     59,000¥      

7021 京都産業大学 京都産業大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       38,500¥      12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     80,500¥      

7022 京都女子大学 京都女子大学 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       12,100¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     31,100¥      

7023 京都大学 京都大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       84,700¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     114,700¥     

7024 京都府立大学 京都府立大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7025 京都文教大学 京都文教大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7027 近畿大学 近畿大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       40,700¥      10,500¥      10,000¥            -¥                     -¥                     81,200¥      

7028 甲南女子大学 甲南女子大学　弓道部 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       13,200¥      4,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     36,700¥      

7029 甲南大学 甲南大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       33,000¥      12,000¥      10,000¥            -¥                     1,800¥              76,800¥      

7030 滋賀県立大学 滋賀県立大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       14,300¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     44,300¥      

7031 滋賀大学 滋賀大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       31,900¥      4,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     66,400¥      

7032 神戸学院大学 神戸学院大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       16,500¥      7,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     54,000¥      

7033 神戸市外国語大学 神戸市外国語大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       15,400¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     45,400¥      

7034 神戸女子大学 神戸女子大学体育局弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7035 神戸大学 神戸大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       18,700¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     48,700¥      

7036 帝塚山大学 帝塚山大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               6,600¥       -¥               -¥                     -¥                     -¥                     6,600¥        

7037 天理大学 天理大学体育総部弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       12,100¥      12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     54,100¥      

7038 桃山学院大学 桃山学院大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       24,200¥      7,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     61,700¥      

7039 同志社女子大学 同志社女子大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               3,000¥       -¥                     -¥                     -¥                     3,000¥        

7040 同志社大学 同志社大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       40,700¥      12,000¥      10,000¥            -¥                     -¥                     82,700¥      

7041 奈良教育大学 奈良教育大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7042 奈良県立医科大学 奈良県立医科大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7043 奈良女子大学 奈良女子大学 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       13,200¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     32,200¥      

7044 奈良大学 奈良大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7045 姫路獨協大学 姫路獨協大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7046 兵庫教育大学 兵庫教育大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       11,000¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     41,000¥      

7047 兵庫県立大学神戸支部 兵庫県立大学体育会神戸支部弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      -¥               -¥               1,500¥       10,000¥            -¥                     -¥                     22,500¥      

7048 兵庫県立大学姫路支部 兵庫県立大学体育会姫路支部弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

7049 立命館大学 立命館大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       38,500¥      12,000¥      12,000¥            -¥                     -¥                     82,500¥      

7050 龍谷大学 龍谷大学学友会体育局弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       46,200¥      9,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     85,200¥      

7051 和歌山大学 和歌山大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               3,300¥       1,500¥       -¥                     -¥                     -¥                     4,800¥        

7052 佛教大学 佛教大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       -¥               3,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     33,000¥      

7057 神戸親和女子大学 神戸親和女子大学 弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

総計 -¥                     -¥                     352,000¥    315,000¥    990,000¥    211,500¥    362,000¥          -¥                     2,242,300¥  

参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

正加盟

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（関西）

加盟種 大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会 インカレ大会

計
広告掲載費 パンフレット代

未納・超過額



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

8001 愛媛大学 愛媛大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       48,400¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     78,400¥      

8002 岡山県立大学 岡山県立大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       11,000¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     41,000¥      

8003 岡山商科大学 岡山商科大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       18,700¥      12,000¥      12,000¥            -¥                     -¥                     62,700¥      

8004 岡山大学 岡山大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       38,500¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     68,500¥      

8005 岡山理科大学 岡山理科大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       23,100¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     53,100¥      

8006 香川大学 香川大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       30,800¥      10,500¥      10,000¥            -¥                     -¥                     71,300¥      

8007 川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       -¥               -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     19,000¥      

8008 吉備国際大学 吉備国際大学　弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     14,000¥            14,000¥      

8010 高知大学 高知大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       31,900¥      9,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     70,900¥      

8011 高知県立大学 高知県立大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8012 高知工科大学 高知工科大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       23,100¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     53,100¥      

8013 四国大学 四国大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       15,400¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     45,400¥      

8014 島根大学 島根大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       30,800¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     60,800¥      

8015 島根県立大学 島根県立大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               6,600¥       -¥               -¥                     -¥                     -¥                     6,600¥        

8016 下関市立大学 下関市立大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8017 就実大学 就実大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       15,400¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     45,400¥      

8018 徳島大学 徳島大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       40,700¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     70,700¥      

8019 徳島文理大学　香川校 徳島文理大学香川キャンパス弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8020 徳島文理大学　徳島校 徳島文理大学徳島校 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8021 鳥取大学 鳥取大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       31,900¥      4,500¥       12,000¥            0 -¥                     68,400¥      

8022 鳴門教育大学 鳴門教育大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8023 ノートルダム清心女子大学 ノートルダム清心女子大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               6,600¥       -¥               -¥                     -¥                     -¥                     6,600¥        

8024 広島経済大学 広島経済大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               18,700¥      -¥               -¥                     -¥                     -¥                     18,700¥      

8025 広島工業大学 広島工業大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      -¥               11,000¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     32,000¥      

8026 広島国際大学 広島国際大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8027 広島修道大学 広島修道大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       25,300¥      6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     61,300¥      

8028 広島女学院大学 広島女学院大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8029 広島市立大学 広島市立大学 -¥                     -¥                     -¥               9,000¥       5,500¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     24,500¥      

8030 広島大学 広島大学体育会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      -¥               19,800¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     40,800¥      

8031 広島文教大学 広島文教大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       8,800¥       -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     38,800¥      

8032 福山大学 福山大学学友会弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       19,800¥      -¥               10,000¥            -¥                     -¥                     49,800¥      

8033 松山大学 松山大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       14,300¥      6,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     50,300¥      

8034 安田女子大学 安田女子大学 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8035 山口大学 山口大学 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       35,200¥      10,500¥      10,000¥            -¥                     -¥                     75,700¥      

8036 山口県立大学 ヤマグチケンリツダイガク -¥                     -¥                     -¥               -¥               3,300¥       -¥               -¥                     -¥                     -¥                     3,300¥        

8039 山陽学園大学 山陽学園大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     3,500¥              3,500¥        

8040 四国学院大学 四国学院大学弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               3,300¥       -¥               -¥                     -¥                     -¥                     3,300¥        

8042 水産大学校 独立行政法人水産大学校弓道部 -¥                     -¥                     -¥               -¥               -¥               -¥               -¥                     -¥                     -¥                     -¥               

8043 公立鳥取環境大学 公立鳥取環境大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      -¥               5,500¥       3,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     29,500¥      

8048 聖カタリナ大学 聖カタリナ大学弓道部 -¥                     -¥                     11,000¥      9,000¥       2,200¥       3,000¥       10,000¥            -¥                     -¥                     35,200¥      

総計 -¥                     -¥                     242,000¥    189,000¥    545,600¥    64,500¥      244,000¥          -¥                     17,500¥            1,302,600¥  

参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代

正加盟

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（中四国）

加盟種 大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会 インカレ大会

計
広告掲載費 パンフレット代

未納・超過額



男子団体戦 女子団体戦 個人戦 遠的

9001 大分大学 大分大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9002 沖縄国際大学 沖縄国際大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9003 鹿児島国際大学 鹿児島国際大学学友会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        30,800¥      4,500¥        10,000¥             -¥                      -¥                      65,300¥       

9004 鹿児島大学 鹿児島大学学友会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        46,200¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      76,200¥       

9006 北九州市立大学 村田　絵理 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        26,400¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      56,400¥       

9007 九州共立大学 九州共立大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                11,000¥      -¥                12,000¥             -¥                      -¥                      23,000¥       

9008 九州工業大学工学部 九州工業大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        14,300¥      9,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      53,300¥       

9009 九州産業大学 九州産業大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                8,800¥        -¥                -¥                      -¥                      -¥                      8,800¥         

9010 九州歯科大学 九州歯科大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        -¥                -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      30,000¥       

9011 九州女子大学 九州女子大学 -¥                      -¥                      -¥                9,000¥        -¥                -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      19,000¥       

9012 九州大学 九州大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        37,400¥      12,000¥      10,000¥             -¥                      -¥                      79,400¥       

9013 近畿大学産業理工学部 近畿大学産業理工学部大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9014 熊本学園大学 熊本学園大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        23,100¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      53,100¥       

9015 熊本県立大学 熊本県立大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        19,800¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      49,800¥       

9016 熊本大学 熊本大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        40,700¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      70,700¥       

9017 久留米大学 久留米大学体育会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        15,400¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      45,400¥       

9018 佐賀大学 佐賀大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        25,300¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      55,300¥       

9019 西南学院大学 西南学院大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        22,000¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      52,000¥       

9020 西南女学院大学 西南女学院大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9021 崇城大学 崇城大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9023 長崎大学 長崎大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        12,100¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      42,100¥       

9024 長崎県立大学 長崎県立大学佐世保校 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        25,300¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      55,300¥       

9025 長崎総合科学大学 長崎総合科学大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9026 中村学園大学 中村学園大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9027 西日本工業大学 西日本工業大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        25,300¥      10,500¥      10,000¥             -¥                      -¥                      65,800¥       

9028 日本経済大学 日本経済大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        9,900¥        -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      39,900¥       

9029 福岡大学 福岡大学体育部会弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        40,700¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      70,700¥       

9030 福岡教育大学 福岡教育大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        19,800¥      6,000¥        10,000¥             -¥                      -¥                      55,800¥       

9031 福岡工業大学 福岡工業大学 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        31,900¥      -¥                12,000¥             -¥                      -¥                      63,900¥       

9032 福岡女子大学 福岡女子大学弓道部 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9033 別府大学 別府大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9034 別府溝部学園短期大学 別府溝部学園短期大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                2,200¥        -¥                -¥                      -¥                      -¥                      2,200¥         

9035 宮崎大学 宮崎大学弓道部 -¥                      -¥                      11,000¥      9,000¥        11,000¥      -¥                10,000¥             -¥                      -¥                      41,000¥       

9036 琉球大学 琉球大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      -¥                      -¥                

9041 東海大学九州 東海大学九州弓道部阿蘇 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      1,000¥               1,000¥         

9047 立命館アジア太平洋大学 立命館アジア太平洋大学 -¥                      -¥                      -¥                -¥                -¥                -¥                -¥                      -¥                      7,000¥               7,000¥         

総計 -¥                      -¥                      220,000¥    189,000¥    499,400¥    42,000¥      224,000¥           -¥                      8,000¥               1,175,400¥  

2022年選抜/インカレ諸費用一覧（九州）

大学ID 大学名 領収書名義

選抜大会

計
広告掲載費 パンフレット代

インカレ大会

未納・超過額参加費 広告

掲載費/負担金
パンフレット代


