
第59回伊勢神宮奉納費用
掲示が遅くなってしまい大変申し訳ありません。

費用の振り込みは期限が短くて誠に恐縮ではございますが11/11（木）までとさせていただ
きます。

振込先は以下です。

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/1FAIpQLSfyrdhlDEASd_pTLn8F-uxLxL9uC72XBwQhhRpsUS0
7LCm0rw/viewform

【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/1FAIpQLSfyrdhlDEASd_pTLn8F-uxLxL9uC72XBwQhhRpsUS07LCm0rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyrdhlDEASd_pTLn8F-uxLxL9uC72XBwQhhRpsUS07LCm0rw/viewform
mailto:zennichi.kaikei.00@gmail.com


学校名 王座 ⼥⼦王座 東⻄ ⼥⼦東⻄ 広告掲載費・負担⾦ 以前までの未納額・超過額 11/8時点での振り込み確認額 請求額
酪農学園⼤学 -\                  12,000\       -\                  -\                  10,000\                             -\                                                -\                                                22,000\       
札幌学院⼤学 27,000\       -\                  1,800\         1,800\         10,000\                             -\                                                -\                                                40,600\       
⼭形⼤学 27,000\       -\                  -\                  -\                  10,000\                             47,000\                                     -\                                                84,000\       
東北⼤学 -\                  -\                  1,800\         1,800\         -\                                        -\                                                3,600\                                        -\                  
東北学院⼤学 -\                  -\                  1,800\         -\                  -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
東北福祉⼤学 -\                  12,000\       -\                  1,800\         10,000\                             37,000\                                     -\                                                60,800\       
新潟⼤学 27,000\       -\                  1,800\         -\                  10,000\                             -\                                                37,000\                                     1,800\         
⼤東⽂化⼤学 -\                  -\                  1,800\         3,600\         -\                                        -\                                                -\                                                5,400\         
信州⼤学 -\                  12,000\       -\                  1,800\         10,000\                             -\                                                -\                                                23,800\       
筑波⼤学 27,000\       12,000\       1,800\         1,800\         20,000\                             -\                                                -\                                                62,600\       
城⻄⼤学 -\                  -\                  1,800\         -\                  -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
慶應義塾⼤学 27,000\       12,000\       -\                  -\                  40,000\                             -\                                                -\                                                79,000\       
専修⼤学 27,000\       -\                  -\                  -\                  20,000\                             -\                                                -\                                                47,000\       
⽇本⼤学 27,000\       -\                  5,400\         1,800\         40,000\                             -\                                                -\                                                74,200\       
法政⼤学 -\                  -\                  1,800\         1,800\         -\                                        139,900\                                   -\                                                143,500\     
早稲⽥⼤学 -\                  -\                  1,800\         3,600\         -\                                        -\                                                -\                                                5,400\         
明治⼤学 -\                  -\                  1,800\         1,800\         -\                                        -\                                                -\                                                3,600\         
桜美林⼤学 -\                  12,000\       -\                  1,800\         20,000\                             -\                                                -\                                                33,800\       
静岡⼤学 -\                  12,000\       -\                  1,800\         10,000\                             144,400\                                   -\                                                168,200\     
京都橘⼤学 27,000\       -\                  -\                  -\                  20,000\                             -\                                                -\                                                47,000\       
名古屋⼤学 -\                  -\                  -\                  1,800\         -\                                        -\                                                1,800\                                        -\                  
名古屋⼯業⼤学 27,000\       -\                  1,800\         -\                  10,000\                             -\                                                -\                                                38,800\       
同志社⼤学 -\                  -\                  1,800\         -\                  -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
甲南⼤学 -\                  -\                  -\                  1,800\         -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
⽴命館⼤学 -\                  -\                  3,600\         3,600\         -\                                        -\                                                -\                                                7,200\         
⿓⾕⼤学 -\                  -\                  1,800\         -\                  -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
⼤阪経済⼤学 -\                  12,000\       -\                  -\                  10,000\                             -\                                                22,000\                                     -\                  
関⻄⼤学 -\                  12,000\       1,800\         3,600\         10,000\                             -\                                                15,600\                                     11,800\       
岡⼭商科⼤学 -\                  -\                  1,800\         -\                  -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
⿃取⼤学 27,000\       -\                  1,800\         -\                  30,000\                             -\                                                28,800\                                     30,000\       
四国⼤学 -\                  12,000\       -\                  1,800\         10,000\                             -\                                                13,800\                                     10,000\       
岡⼭理科⼤学 -\                  -\                  -\                  1,800\         -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
⻄⽇本⼯業⼤学 27,000\       -\                  3,600\         -\                  10,000\                             -21,000\                                    -\                                                19,600\       
福岡⼤学 -\                  12,000\       -\                  3,600\         20,000\                             -\                                                15,600\                                     20,000\       
⿅児島⼤学 -\                  -\                  3,600\         -\                  -\                                        -\                                                -\                                                3,600\         
⿅児島国際⼤学 -\                  -\                  -\                  1,800\         -\                                        -\                                                -\                                                1,800\         
佐賀⼤学 -\                  -\                  -\                  1,800\         -\                                        -\                                                1,800\                                        -\                  


