
ブース出店団体一覧表

団体名 分類 出店№ 備考 団体名 分類 出店№ 備考

合気道部 体育会 1 ユースホステリングクラブ 文化会 57

アイスホッケー部 体育会 2 グリークラブ 文化会 58

アーチェリー部 体育会 3 アメリカ研究会 文化会 59

アメリカンフットボール部 体育会 4 マンドリン・ギタークラブ 文化会 60

空手道部 体育会 5 交響楽団 文化会 61

体操競技部 体育会 6 鉄道研究部 文化会 62

弓道部 体育会 7 文学研究会 文化会 63

クルージング部 体育会 8 天文同好会 文化会 64

剣道部 体育会 9 和太鼓同好会 文化会 65

硬式庭球部 体育会 10 フォークソング同好会 文化会 66

硬式野球部 体育会 11 テニスサークル　AZ サークル 67

ゴルフ部 体育会 12 ILLUSION サークル 68

サッカー部 体育会 13 グリーンテニス同好会 サークル 69

自動車部 体育会 14 甲南大学　テニスの集い サークル 70

柔道部 体育会 15 甲南大学バドミントンサークル サークル 71

少林寺拳法部 体育会 16 FIFTEEN LOVE サークル 72

水泳部 体育会 17 テニスサークルPuPuPu サークル 73

スキー部 体育会 18 LUZ サークル 74

漕艇部 体育会 19 スターダスト サークル 75

準硬式野球部 体育会 20 G.S.calcio サークル 76

馬術部 体育会 21 午前だけ 緑ヶ丘 サークル 77

バスケットボール部 体育会 22 JumpIng oUt サークル 78

バドミントン部 体育会 23 午前だけ バレーボールサークルbiTs サークル 79

ハンドボール部 体育会 24 がじゅまる サークル 80

フェンシング部 体育会 25 軽音サークル　UK サークル 81

ホッケー部 体育会 26 HAPPY★TURN サークル 82

ボードセイリング部 体育会 27 Nice Body サークル 83

ライフル射撃部 体育会 28 Post it サークル 84

ラグビーフットボール部 体育会 29 COS サークル 85

陸上競技部 体育会 30 サブカルチャー研究会 サークル 86

ワンダーフォーゲル部 体育会 31 甲南奇術会 サークル 87

女子ハンドボール部 体育会 32 DP サークル 88

スポーツ愛好同好会（軟庭） 体育会 33 envoi サークル 89

スポーツ愛好同好会(硬庭） 体育会 34 with サークル 90

ソフトボールクラブ 体育会 35 欠番 欠番 欠番

日本拳法部 体育会 36 ソフトテニス部 体育会 92

ラクロス部 体育会 37 邦楽研究会 サークル 93

女子ラクロス部 体育会 38 Da-BULL サークル 94

女子バスケットボール部 体育会 39 パラフル サークル 95

フットサル部 体育会 40 星空パレット サークル 96

女子陸上競技部 体育会 41 ShammGod サークル 97

人文地理学研究会 文化会 42 Angler's Hangout サークル 98

茶華道料理部道心会 文化会 43 TRIBE サークル 99

日本文化研究会 文化会 44 甲南大学ウクレレサークル サークル 100

K.S.W.L 文化会 45 プレゼンサークル Union サークル 101

演劇部 文化会 46 KGEA サークル 102

児童福祉研究会 文化会 47 自治会中央委員会 自治会 103

軽音学部 文化会 48 PＲ局（大学祭） 自治会 104

書道部甲墨会 文化会 49 プロコンサート局（大学祭） 自治会 105

JAZZ研究会 文化会 50 古美術研究会 文化会 106

I.S.A 文化会 51 Rojo Blanco サークル 107

美術部 文化会 52 歌舞伎文楽研究部 新勧本部 ー

能楽研究部 文化会 53

吹奏楽部 文化会 54

囲碁将棋部 文化会 55

写真部 文化会 56
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