
番号 場所 2019/2020年度
00-1 学生会館1F 東大うどん部
00-2 学生会館1F 東大うどん部
00-3 学生会館1F 東大うどん部
00-4 学生会館1F プラレーラーズ
00-5 学生会館1F designing plos nine
00-6 学生会館1F 東京大学英語ディベート部
01-1 学生会館1F FairWind
01-2 学生会館1F 東京大学トライアスロンサークルDoo-up
01-3 学生会館1F 東大WEEKEND
01-4 学生会館1F FairWind
01-5 学生会館1F 第一高等学校・東京大学弁論部
01-6 学生会館1F 東大WEEKEND
02-1 学生会館1F 東京大学WTFテコンドーサークルてこん会
02-2 学生会館1F 東京大学WTFテコンドーサークルてこん会
02-3 学生会館1F 東京大学WTFテコンドーサークルてこん会
02-4 学生会館1F 山登りサークルTREX
02-5 学生会館1F 山登りサークルTREX
02-6 学生会館1F 山登りサークルTREX
03-1 学生会館1F セローリ
03-2 学生会館1F 運動会スケート部フィギュア部門
03-3 学生会館1F 東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団
03-4 学生会館1F セローリ
03-5 学生会館1F 東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団
03-6 学生会館1F 東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団
04-1 学生会館1F 東大模型部
04-2 学生会館1F 東大模型部
04-3 学生会館1F 東大模型部
04-4 学生会館1F 駒場子ども会
04-5 学生会館1F 東京大学運動会ボディビル&ウェイトリフティング部
04-6 学生会館1F 東京大学運動会ボディビル&ウェイトリフティング部
05-1 学生会館1F 国際資源・エネルギー学生会議
05-2 学生会館1F 東京大学運動会躰道部
05-3 学生会館1F テトリス研究会
05-4 学生会館1F 学生団体GEIL
05-5 学生会館1F 東京大学運動会躰道部
05-6 学生会館1F 民族舞踊研究会
06-1 学生会館1F BeachBoys
06-2 学生会館1F BeachBoys
06-3 学生会館1F BeachBoys
06-4 学生会館1F MSL-UT
06-5 学生会館1F MSL-UT
06-6 学生会館1F 落語研究会
07-1 学生会館1F 学生団体GEIL
07-2 学生会館1F ツーパーズ
07-3 学生会館1F ツーパーズ
07-4 学生会館1F 東京大学将棋部
07-5 学生会館1F 東京大学将棋部
07-6 学生会館1F 東京大学将棋部
08-1 学生会館新館1F 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
08-2 学生会館新館1F 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
08-3 学生会館新館1F ラビットアルペンスキーチーム
08-4 学生会館新館1F ラビットアルペンスキーチーム
08-5 学生会館新館1F ラビットアルペンスキーチーム
08-6 学生会館新館1F ラビットアルペンスキーチーム
09-1 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
09-2 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
09-3 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
09-4 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
09-5 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
09-6 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
10-1 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
10-2 学生会館新館1F 丁友会硬式野球部
10-3 学生会館新館1F 百合愛好会
10-4 学生会館新館1F スケート部アイスホッケー部門
10-5 学生会館新館1F 東大温泉サークルOKR
10-6 学生会館新館1F 東大温泉サークルOKR
11-1 学生会館1F 東京大学ペタンクサークルUToPIA
11-2 学生会館1F 学生団体GEIL
11-3 学生会館1F HCAP東京大学運営委員会
11-4 学生会館1F 現代社会研究会
11-5 学生会館1F 東大女子キャン運営委員会
11-6 学生会館1F Jazz Junk Workshop
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12-1 学生会館1F 学生団体GEIL
12-2 学生会館1F 東京大学運動会躰道部
12-3 学生会館1F 東京大学ベルカント研究ゼミナール
12-4 学生会館1F 東京大学ジャグリングサークルマラバリスタ
12-5 学生会館1F 東京大学ジャグリングサークルマラバリスタ
12-6 学生会館1F 東京大学ジャグリングサークルマラバリスタ
13-1 学生会館1F 学生団体GEIL
13-2 学生会館1F 学生団体GEIL
13-3 学生会館1F 東京大学ベルカント研究ゼミナール
13-4 学生会館1F 東京大学運動会躰道部
13-5 学生会館1F AnotherVision
13-6 学生会館1F 学生団体GEIL
14-1 学生会館1F 颯剣会
14-2 学生会館1F キムワイプ卓球会
14-3 学生会館1F 東京大学日本舞踊研究会
14-4 学生会館1F 颯剣会
14-5 学生会館1F 鉄門バトミントン部
14-6 学生会館1F 鉄門バトミントン部
15-1 学生会館1F 学生団体GEIL
15-2 学生会館1F 東京大学レオパーズ
15-3 学生会館1F 颯剣会
15-4 学生会館1F 颯剣会
15-5 学生会館1F 東京大学レオパーズ
15-6 学生会館1F 東京大学レオパーズ
16-1 学生会館1F BEMANI 4 UT
16-2 学生会館1F BEMANI 4 UT
16-3 学生会館1F BEMANI 4 UT
16-4 学生会館1F Utokyo Aviation Geek Society
16-5 学生会館1F 東京大学狩人の会
16-6 学生会館1F 東大イラスト研究会
17-1 学生会館1F 学園生活部
17-2 学生会館1F 学園生活部
17-3 学生会館1F 東大ショークワイア
17-4 学生会館1F 東大ショークワイア
17-5 学生会館1F 東京大学ビジュアルノベル同好会
17-6 学生会館1F AFPLA東大支部
18-1 学生会館1F ソフトバレーボールサークルサンセット
18-2 学生会館1F オリジナルバンド研究会
18-3 学生会館1F 東京大学HotSpurs
18-4 学生会館1F 東京大学ジャズダンスサークルFreeD
18-5 学生会館1F 東京大学ジャズダンスサークルFreeD
18-6 学生会館1F ぼらんたす
20-1 学生会館1F ゲーム研究会
20-2 学生会館1F 東京大学UTSummer
20-3 学生会館1F 東京大学UTSummer
20-4 学生会館1F ゲーム研究会
20-5 学生会館1F Business Contest KING 実行委員会
20-6 学生会館1F 運動会競技ダンス部
21-1 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
21-2 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
21-3 学生会館1F ふぁんそん太極会
21-4 学生会館1F 東京大学児童文学を読む会
21-5 学生会館1F ガンダム愛好会
21-6 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
22-1 学生会館1F 倶楽部楽
22-2 学生会館1F 東京大学WTFテコンドーサークルてこん会
22-3 学生会館1F 東京大学受験参考書リユース
22-4 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
22-5 学生会館1F NPO法人MIS
22-6 学生会館1F 洋弓部
23-1 学生会館1F 東京大学三国志研究会
23-2 学生会館1F 倶楽部楽
23-3 学生会館1F UT-Fuaim
23-4 学生会館1F 東京大学三国志研究会
23-5 学生会館1F UT-Fuaim
23-6 学生会館1F UT-Fuaim
24-1 学生会館1F 東京大学HotSpurs
24-2 学生会館1F 東大ガイダンス運営委員会
24-3 学生会館1F 学生団体GEIL
24-4 学生会館1F 学生団体GEIL
24-5 学生会館1F ア式蹴球部女子
24-6 学生会館1F 東大ガイダンス運営委員会
25-1 学生会館1F ア式蹴球部女子
25-2 学生会館1F 東京大学EUPHORIA
25-3 学生会館1F 東京大学バレーボールサークルmaru



25-4 学生会館1F 東京大学EUPHORIA
25-5 学生会館1F 東京大学歌劇団
25-6 学生会館1F 東京大学歌劇団
32 学生会館1F 東京大学E.S.S.
33 学生会館1F 東京大学ベルスターズ
35 キャンパスプラザA棟3F 東京大学ゲーム研究会
36 キャンパスプラザA棟3F Theatre MERCURY
37 キャンパスプラザA棟3F 柔道部
38 キャンパスプラザA棟3F 東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団
D-1 学生会館新館1F 東大音感
E-1 学生会館1F PACERS
E-2 学生会館1F PACERS
E-3 学生会館1F PACERS
E-4 学生会館1F 教育問題研究会
E-5 学生会館1F 教育問題研究会
E-6 学生会館1F 東京大学ポケモンサークルぽけっち
F-1 学生会館1F あっとはんど
F-2 学生会館1F あっとはんど
F-3 学生会館1F 東大ポーカー同好会
F-4 学生会館1F ア式蹴球部女子
F-5 学生会館1F ア式蹴球部女子
F-6 学生会館1F 東大ショークワイア
G-1 学生会館1F 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
G-2 学生会館1F 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
G-3 学生会館1F 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
G-4 学生会館1F 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
G-5 学生会館1F 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
G-6 学生会館1F ペンクラブ
M-1 学生会館1F 東京大学愛鳥研究部
M-2 学生会館1F 東京大学愛鳥研究部
M-3 学生会館1F 東京大学愛鳥研究部
M-4 学生会館1F 東京大学愛鳥研究部
M-5 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
M-6 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
M-7 学生会館1F 東京大学愛鳥研究部
M-8 学生会館1F 東京大学愛鳥研究部
M-9 学生会館1F 東京大学愛鳥研究部
N-1 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
N-2 学生会館1F 東京大学音楽部管弦楽団
N-3 学生会館1F 宇宙開発フォーラム実行委員会
N-4 学生会館1F OVAL実行委員会
N-5 学生会館1F アジア開発学生会議
N-6 学生会館1F 宇宙開発フォーラム実行委員会


