
（１）学生の会 165サークル

分類番号 所属 資格 会長名
1 A-001 ザ・ワセダ・ガーディアン 社会科学総合学術院 教授 ゲイル カーティス アンダーソン

2 A-002 早稲田スポーツ新聞会 政治経済学術院 教授 笹倉 和幸
3 A-003 国際学生友好会(WIC) 法学学術院 教授 清水 章雄
4 A-004 思惟の森の会 社会科学総合学術院 教授 早田 宰
5 A-005 早稲田精神昂揚会 社会科学総合学術院 准教授 奥迫 元
6 A-006 早慶戦支援会 商学学術院 教授 荒井 訓
7 A-007 国際交流虹の会 国際学術院 教授 小宮 千鶴子
8 A-008 現代思想研究会 政治経済学術院 教授 斉藤 寿雄
9 A-009 早稲田大学YMCA 商学学術院 教授 矢内 義顯

10 A-010 佛教青年会 文学学術院 教授 大久保 良峻
11 A-011 キリスト者学生会(K.G.K.) 社会科学総合学術院 教授 厚見 恵一郎
12 A-013 考古学研究会 人間科学学術院 教授 谷川 章雄
13 A-014 エジプト文化研究会 文学学術院 教授 寺崎 秀一郎
14 A-017 中南米研究会 政治経済学術院 准教授 高橋 百合子
15 A-018 戦争・貧困・環境を考える会 人間科学学術院 教授 村上 公子
16 A-020 国際問題研究会 法学学術院 准教授 岡山 具隆
17 A-021 政治経済攻究会 政治経済学術院 教授 荻沼 隆
18 A-022 雄弁会 商学学術院 教授 藤田 誠
19 A-023 國策研究會 文学学術院 准教授 岡田 俊之輔
20 A-024 政友会 政治経済学術院 教授 河野 勝
21 A-025 経済学会 商学学術院 教授 横山 将義
22 A-027 マーケティング研究会 商学学術院 教授 武井 寿
23 A-028 経営情報学会(MISW) 理工学術院 教授 木村 啓二
24 A-029 会計学会 商学学術院 教授 山内 暁
25 A-031 ローバース 理工学術院 教授 山 淳司
26 A-032 ボランティアサークル 積木の会 文学学術院 教授 岡部 耕典
27 A-033 鵬志会 政治経済学術院 教授 日野 愛郎
28 A-034 新宿子ども会 KIDS 文学学術院 教授 松園 伸
29 A-035 手話さあくる 教育・総合科学学術院 教授 小松 茂久
30 A-037 早稲田大学広域BBS会 法学学術院 教授 小西 暁和
31 A-038 青空子ども会Ⅱ 教育・総合科学学術院 教授 藤井 千春
32 A-039 生物同好会 国際学術院 教授 平山 廉
33 A-040 天文同好会 政治経済学術院 准教授 中村 理
34 A-041 繊維研究会 文学学術院 教授 土屋 淳二
35 A-042 アナウンス研究会（WAK) 文学学術院 教授 宮城 徳也
36 A-043 広告研究会 社会科学総合学術院 准教授 笠島 洋一
37 A-045 証券学会 社会科学総合学術院 教授 葛山 康典
38 A-046 放送研究会 文化推進部文化企画課 職員 村田 聡史
39 A-047 鉄道研究会(WRC) 理工学術院 教授 近藤 圭一郎
40 A-048 ＦＭ waseda 社会科学総合学術院 教授 戸田 学
41 A-049 写真部 文学学術院 教授 瀬戸 直彦
42 A-050 書道会 文学学術院 教授 河野 貴美子
43 A-051 美術研究創作会 理工学術院 教授 ローズ ラルフ レオン
44 A-052 漫画研究会 法学学術院 教授 上野 達弘
45 A-053 古美術研究会 文学学術院 教授 成澤 勝嗣
46 A-054 名所古蹟研究会 教育・総合科学学術院 教授 松本 直樹
47 A-055 絵画会 文学学術院 教授 肥田 路美
48 A-056 古寺仏研究会 教育・総合科学学術院 教授 和田 敦彦
49 A-057 陶芸部 稲穂窯 文学学術院 教授 伊川 健二
50 A-059 ギタークラブ 政治経済学術院 教授 ロペス アルフレド
51 A-060 交響楽団 商学学術院 教授 大鹿 智基
52 A-061 ザ・ナレオ 商学学術院 教授 ケイト エルウッド
53 A-062 ハーモニカ・ソサィアティ 法学学術院 准教授 大森 信徳
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54 A-063 マンドリン楽部 教育・総合科学学術院 教授 藁谷 友紀
55 A-064 オルケスタ・デ・タンゴ・ワセダ 文学学術院 教授 坂上 桂子
56 A-065 ギターソサエティー 法学学術院 職員 米内 達也
57 A-066 早稲田大学ニューオルリンズジャズクラブ 法学学術院 准教授 金澤 孝
58 A-067 モダンジャズ研究会 法学学術院 教授 尾崎 安央
59 A-069 アンサンブル・リドール 政治経済学術院 准教授 星野 匡郎
60 A-070 ラテン・アメリカ協会 商学学術院 准教授 森本 栄晴
61 A-071 早稲田大学フィルハーモニー管絃楽団 法学学術院 教授 水島 朝穂
62 A-072 ショパンの会 政治経済学術院 教授 平林 宣和
63 A-073 フュージョンマニア 教育・総合科学学術院 准教授 大西 宏一郎
64 A-074 エレクトーンサークル AUGMENT 文学学術院 教授 山西 優二
65 A-075 琵琶サークル 琵沙門 教育・総合科学学術院 教授 大津 雄一
66 A-076 律ゾリステン 文学学術院 教授 小原 淳
67 A-077 早稲田ビートルマニア 文学学術院 教授 橋本 一径
68 A-078 クラシック弦楽合奏団 教務部入学センター 職員 前田 和宏
69 A-079 早大ピアノの会 文学学術院 教授 小塩 真司
70 A-080 合唱団 法学学術院 教授 星井 牧子
71 A-081 グリークラブ 文学学術院 教授 長 潤一
72 A-082 コール・フリューゲル 理工学術院 教授 亀山 渉
73 A-083 混声合唱団 政治経済学術院 教授 縣 公一郎
74 A-085 Street Corner Symphony 日本語教育研究科 職員 木 悠
75 A-086 シャンソン研究会（シャン研） 理工学術院 教授 多辺 由佳
76 A-087 音楽サークル 星空 社会科学総合学術院 准教授 落合 基継
77 A-088 Choco Crunch 広報室広報課 職員 菊池 彰徳
78 A-089 観世会 文学学術院 教授 上野 和昭
79 A-090 狂言研究会 文学学術院 教授 冬木 ひろみ
80 A-091 虚竹会 教育・総合科学学術院 職員 関 達也
81 A-092 金春会 文学学術院 准教授 八木 君人
82 A-094 竹友会 総務部総務課 職員 大石 勇人
83 A-095 稲吟会 教育・総合科学学術院 教授 堀 誠
84 A-096 長唄研究会 文学学術院 教授 和田 琢磨
85 A-097 映画研究会 文学学術院 教授 大石 雅彦
86 A-098 演劇研究会 教育・総合科学学術院 教授 金井 景子
87 A-099 歌舞伎研究会 文学学術院 教授 児玉 竜一
88 A-100 劇団「こだま」 文学学術院 准教授 和田 修
89 A-101 稲門シナリオ研究会 総務部 職員 友金 孝夫
90 A-102 舞台美術研究会 社会科学総合学術院 教授 卯月 盛夫
91 A-103 演劇倶楽部 文学学術院 教授 藤井 慎太郎
92 A-104 アニメーション同好会 (WALT) 文学学術院 教授 堀内 正規
93 A-105 （劇団）てあとろ５０’ 法学学術院 教授 澤田 敬司
94 A-106 アニメーション研究会 文学学術院 教授 都甲 幸治
95 A-107 怪獣同盟 文学学術院 教授 藤井 慎太郎
96 A-108 生花研究会 法学学術院 准教授 門田 康宏
97 A-109 囲碁会 文学学術院 教授 宗像 和重
98 A-110 茶道研究会 理工学術院 准教授 小岩 正樹
99 A-111 かるた会 教育・総合科学学術院 教授 矢口 徹也

100 A-112 将棋部 政治経済学術院 教授 ニューエル アントニー
101 A-114 マジッククラブ 法学学術院 教授 山口 斉昭
102 A-115 落語研究会 文学学術院 教授 高松 寿夫
103 A-116 少女マンガ研究会 文学学術院 教授 岡崎 由美
104 A-117 パントマイム 舞☆夢☆踏 (ﾏｲﾑﾄｳ) 人間科学学術院 教授 太田 俊二
105 A-118 津軽三味線愛好会 三津巴 文学学術院 教授 松永 美穂
106 A-120 早稲田大学宝塚歌劇を愛する会 (早宝会) 国際学術院 教授 三神 弘子
107 A-121 軟式野球部 文学学術院 教授 柳澤 明
108 A-122 早稲田大学GWラグビークラブ 法学学術院 教授 尾崎 安央
109 A-123 卓球同好会(WTTS) スポーツ科学学術院 教授 葛西 順一
110 A-124 バドミントン同好会 政治経済学術院 教授 大湾 秀雄
111 A-125 バレーボール同好会 キャリアセンター 職員 塩月 恭
112 A-126 ボウリングクラブ 教育・総合科学学術院 教授 堀 正士



113 A-127 ポーラーベアーズアイスホッケークラブ 総長室社会連携課 職員 山口 晋一
114 A-128 ワイヴァーンズ クリケットクラブ スポーツ科学学術院 准教授 深見 英一郎
115 A-129 タッチ☆ネッツ 文学学術院 職員 苅谷 幸治
116 A-130 ちょこLet's 法学学術院 准教授 岩村 健二郎
117 A-131 米式蹴球同好会レブルス 社会科学総合学術院 教授 上沼 正明
118 A-132 歩行会 理工学術院 特任教授 中西 要祐
119 A-133 オリエンテーリングクラブ 教育・総合科学学術院 教授 箸本 健二
120 A-134 岳文会 文学学術院 教授 近藤 二郎
121 A-135 サイクリングクラブ 商学学術院 教授 森田 彰
122 A-136 山岳アルコウ会 教育・総合科学学術院 教授 北山 雅昭
123 A-137 世界旅行研究会 国際学術院 教授 森田 典正
124 A-138 旅の会 商学学術院 教授 久保 克行
125 A-139 探検部 教育・総合科学学術院 教授 久保 純子
126 A-140 なべの会 教育・総合科学学術院 教授 加藤 尚志
127 A-141 山の会 理工学術院 教授 秋山 充良
128 A-143 山小屋研究会 教育・総合科学学術院 教授 大橋 幸泰
129 A-144 登歩の会 文学学術院 教授 細金 恒男
130 A-145 ワンダーサイクリング同好会 理工学術院 教授 常田 聡
131 A-146 合気道会 政治経済学術院 教授 藤井 浩司
132 A-147 空手道誠心会 人間科学学術院 教授 扇原 淳
133 A-148 剣道同好会 理工学術院 教授 武岡 真司
134 A-149 スポーツ合気道クラブ キャリアセンター 職員 伊藤 賢
135 A-150 早稲田ITFテコンドークラブ 政治経済学術院 教授 笠松 学
136 A-152 釣の会 理工学術院 教授 岩波 基
137 A-153 トランポリン同好会 スポーツ科学学術院 准教授 西多 昌規
138 A-154 早大バーベルクラブ 社会科学総合学術院 教授 今村 浩
139 A-155 競技ダンス部（WBDC) 社会科学総合学術院 准教授（任期付） 下田 恭美
140 A-156 トライアスロンチームノースウエスト 商学学術院 教授 西山 茂
141 A-157 プロ野球ファンサークル セレクト 財務部 職員 清水 研三
142 A-158 スガ・スキークラブ 法学学術院 教授 楜澤 能生
143 A-159 陸上競技同好会 スポーツ科学学術院 教授 木村 和彦
144 A-160 アルティメット部 ソニックス スポーツ科学学術院 教授 松岡 宏高
145 A-161 ネージュ・スキークラブ 教務部 職員 安齋 隆之
146 A-162 UNITY 政治経済学術院 教授 近藤 康之
147 A-163 英語会(W.E.S.S.) 商学学術院 教授 池上 重輔
148 A-165 スペイン語研究会 教育・総合科学学術院 教授 後藤 雄介
149 A-166 邦文速記研究会 社会科学総合学術院 教授 笹原 宏之
150 A-167 英語部 (WESA) 国際学術院 准教授 秋葉 丈志
151 A-168 早稲田大学現代文学会 文学学術院 教授 貝澤 哉
152 A-169 詩人会 文学学術院 教授 小沼 純一
153 A-170 児童文化研究会 法学学術院 教授 弓削 尚子
154 A-171 早稲田文芸会 文学学術院 教授 小田島 恒志
155 A-172 短歌会 文学学術院 教授 堀江 敏幸
156 A-173 童謡研究会 文学学術院 教授 井上 文則
157 A-176 ワセダミステリ・クラブ 文学学術院 教授 安藤 文人
158 A-177 児童文学研究会 教育・総合科学学術院 教授 小林 敦子
159 A-178 早稲田大学軟式庭球同好会 教育・総合科学学術院 教授 伊藤 悦朗
160 A-179 環境ロドリゲス 理工学術院 教授 大和田 秀二
161 A-180 珠算部 教育・総合科学学術院 教授 小林 敦子
162 A-181 Yes,We Are 文学学術院 教授 岡崎 由美
163 A-182 ハング・パラグライダークラブ 理工学術院 教授 尾形 哲也
164 A-183 シネマプロダクション（シネプロ) 文学学術院 教授 坂内 太
165 A-184 早稲田大学居合道部 法学学術院 教授 小川 佳樹



（２）学生稲門会 25サークル

分類番号 所属 資格 会長名
1 B-000 全国早稲田学生会連盟 社会科学総合学術院 教授 池谷 知明
2 B-001 北海道学生稲門会 商学学術院 教授 坂野 慎哉
3 B-008 東北学生稲門会 法学学術院 教授 山野目 章夫
4 B-016 山梨学生稲門会 教務部 職員 天野 紀明
5 B-017 信州学生稲門会 文学学術院 教授 高橋 龍三郎
6 B-021 岐阜学生稲門会 理工学術院統合事務・技術センター技術部 職員 高木 祐治
7 B-022 新潟学生稲門会 コンプライアンス推進室 職員 大久保 裕子
8 B-023 静岡学生稲門会 理工学術院統合事務・技術センター 職員 横山 勝常
9 B-024 愛知学生稲門会 教育・総合科学学術院 教授 松木 正恵

10 B-026 三重学生稲門会 人事部 職員 太田 貴子
11 B-030 京都学生稲門会 データ科学センター 職員 福田 秀彦
12 B-031 鳥取学生稲門会 総長室 職員 橋 久身
13 B-034 和歌山学生稲門会 政治経済学術院 職員 高橋 史郎
14 B-035 広島学生稲門会 商学学術院 職員 鈴木 勉
15 B-036 山口学生稲門会 理工学術院 教授 山名 早人
16 B-040 福岡学生稲門会 本庄総合事務センター 職員 藤澤 健
17 B-043 長崎学生稲門会 情報企画部 職員 永間 広宣
18 B-044 大分学生稲門会 人事部 職員 三宮 圭司
19 B-045 熊本学生稲門会 教務部 職員 奥村 佳郎
20 B-050 北陸学生稲門会 所沢総合事務センター 職員 関口 八州男
21 B-051 岡山学生稲門会 理工学術院 教授 赤木 寛一
22 B-053 佐賀学生稲門会 人事部 職員 田村 義弘
23 B-054 鹿児島学生稲門会 理工学術院統合事務・技術センター事務部 職員 進藤 卓
24 B-055 兵庫学生稲門会 文学学術院 職員 苅谷 幸治
25 B-056 大阪学生稲門会 教務部教務課 職員 前野 岳洋

サークル名
会長



（３）同好会 217サークル

分類番号 所属 資格 会長名
1 C-001 早稲田大学マスコミ研究会 文学学術院 准教授 市川 真人
2 C-002 早稲田乞食編集部 商学学術院 教授 木村 達也
3 C-003 出版甲子園～ＰＩＣＡＳＯ～ 文学学術院 教授 國弘 暁子
4 C-004 出版団体 ENJI 法学学術院 教授 谷 昌親
5 C-005 碧稲プロジェクトチーム（碧稲会） 社会科学総合学術院 教授 鷲津 明由
6 C-006 Waseda International Festival(W.I.F) 社会科学総合学術院 職員 熊谷 慎平
7 C-007 教育・教職サークルT-team(T-team) 教育・総合科学学術院 准教授 野口 穂高
8 C-010 東洋思想研究会(東思研) 国際学術院 教授 稲葉 知士
9 C-012 早稲田大学済蔭団 文学学術院 教授 益田 朋幸

10 C-013 史学舎 教育・総合科学学術院 教授 高木 徳郎
11 C-014 歴史文化研究会 教育・総合科学学術院 教授 大橋 幸泰
12 C-015 地理学研究会 教育・総合科学学術院 教授 池 俊介
13 C-016 早稲田大学戦史研究会 文学学術院 教授 松園 伸
14 C-018 早稲田大学バンザイ同盟 文学学術院 教授 藤野 京子
15 C-022 人物研究会 文学学術院 教授 宮沢 章夫
16 C-024 ひまわり子ども会 国際学術院 教授 池上 摩希子
17 C-025 早稲田リンクス 文学学術院 准教授 市川 真人
18 C-027 池袋子ども会 文学学術院 准教授 阿比留 久美
19 C-028 まっちワークグループ早稲田 文学学術院 教授 楊 達
20 C-029 GLOW 文学学術院 教授 村田 晶子
21 C-030 地域猫の会（わせねこ） 教育・総合科学学術院 教授 石濱 裕美子
22 C-032 まつりスタッフ 文学学術院 准教授 和田 修
23 C-033 哲学・批評研究会 国際学術院 教授 福島 青史
24 C-034 資格ゲッターズ 政治経済学術院 教授 川岸 令和
25 C-035 学食研究会 商学学術院 教授 高瀬 浩一
26 C-036 早稲田イルミネーションプロジェクト実行委員会 留学センター 職員 保久 美波
27 C-038 わせプロ 文学学術院 教授 鈴木 雅雄
28 C-039 Waseda Association Of Debaters 政治経済学術院 教授 ニューエル アントニー
29 C-040 Walkin' 文学学術院 教授 沖 清豪
30 C-042 早稲田大学韓国人学生会 ＊ 国際学術院 教授 李 鍾元
31 C-044 The Japan Times Youth Project 法学学術院 教授 乙黒 亮
32 C-045 早稲田大学POST 文学学術院 教授 松永 美穂
33 C-046 化石鉱物研究会(化鉱研) 教育・総合科学学術院 教授 高木 秀雄
34 C-047 コンピュータ研究会・WINC 理工学術院 教授 山名 早人
35 C-049 早稲田大学ＲＯＢＯＳＴＥＰ 理工学術院 教授 菅野 重樹
36 C-050 企画集団 便利舎 文学学術院 教授 源 貴志
37 C-051 ＵＢＣ 文学学術院 教授 長谷 正人
38 C-053 Wａｓｅｄａ Ｍｕｓｉｃ Ｒｅｃｏｒｄｓ 文学学術院 教授 村井 翔
39 C-054 ART OFFICE 社会科学総合学術院 准教授 寺尾 範野
40 C-055 Art Space イオロス 理工学術院 教授 池田 岳
41 C-057 Music and Communication くされエン 商学学術院 教授 李 洪茂
42 C-058 New Music Club (NMC) 社会科学総合学術院 教授 ゲイル カーティス アンダーソン

43 C-059 フリーウェイミュージック 商学学術院 教授 片岡 孝夫
44 C-060 Music & Movie Gatherin' (MMG) 政治経済学術院 教授 清水 和巳
45 C-061 ミュージックファンクラブ (MFC) 文学学術院 准教授 チェン ドミニク
46 C-062 Modern Music Troop (MMT) 文学学術院 教授 越川 房子
47 C-065 作曲研究会 文学学術院 准教授 チェン ドミニク
48 C-066 BRITISH BEAT CLUB 文学学術院 教授 渡辺 愛子
49 C-067 Waseda Folksong Society（WFS) 社会科学総合学術院 教授 土門 晃二
50 C-068 魁響(さきがけひびき) 法学学術院 准教授 種村 佑介
51 C-069 ROCK STEADY WASEDA 文学学術院 准教授 森山 至貴
52 C-071 ヨコシマ。 教育・総合科学学術院 教授 林 幹夫
53 C-072 オリジナルソング研究会 オールウェイズ 文学学術院 教授 岡崎 由美
54 C-073 口笛サークル ことリップ 文学学術院 教授 沖 清豪
55 C-074 下懸宝生会 文学学術院 教授 柳澤 明

サークル名
会長



56 C-075 邦楽囃子 つづみの会 文学学術院 教授 児玉 竜一
57 C-077 オムニバス 政治経済学術院 教授 鎮目 雅人
58 C-078 幸福デジャヴ 文学学術院 教授 冬木 ひろみ
59 C-079 （劇団）くるめるシアター 文学学術院 教授 岡室 美奈子
60 C-080 （劇団）コンツェルト 文学学術院 教授 坂庭 淳史
61 C-081 （劇団）小市民劇場 文学学術院 教授 岡崎 由美
62 C-082 （劇団）森 早稲田ポータルオフィス 職員 大前 研二
63 C-083 （劇団）宇宙マナー 図書館高田早苗記念研究図書館 職員 金 栄華
64 C-084 （劇団）ペナペナジー 文学学術院 教授 岡室 美奈子
65 C-086 （劇団）へちま 政治経済学術院 教授 八木 斉子
66 C-087 （劇団）桃源郷行きたい 早稲田ポータルオフィス 職員 大前 研二
67 C-088 （劇団）虚仮華紙 早稲田ポータルオフィス 職員 大前 研二
68 C-089 （劇団）SWANDIVE 文学学術院 准教授 和田 修
69 C-090 鶴の一声 図書館高田早苗記念研究図書館 職員 金 栄華
70 C-091 生粋工房 早稲田ポータルオフィス 職員 大前 研二
71 C-092 ＰＯＰ３ 理工学術院 教授 平沢 泉
72 C-093 システマ・アンジェリカ 文学学術院 教授 小田島 恒志
73 C-094 カリフォルニアロール（CFロール） 早稲田ポータルオフィス 職員 大前 研二
74 C-095 SEIREN 法学学術院 教授 澤田 敬司
75 C-096 イイムラR 文学学術院 准教授 和田 修
76 C-097 WAM 政治経済学術院 教授 鎮目 雅人
77 C-098 あかなし 文学学術院 准教授 和田 修
78 C-099 劇団24区 文学学術院 教授 小塩 真司
79 C-101 CINEMAX SIDEVARG 文学学術院 教授 藤井 仁子
80 C-102 映像製作集団 浪人街 文学学術院 教授 藤井 仁子
81 C-103 早稲田大学アニメ声優会 文学学術院 教授 冬木 ひろみ
82 C-104 シネサイクル 叛頭脳 政治経済学術院 教授 岡山 茂
83 C-106 映画制作グループ☆ひぐらし 文学学術院 教授 長谷 正人
84 C-108 わかものきもの会 文学学術院 准教授 八木 君人
85 C-109 クイズ研究会（W.Q.S.S) 政治経済学術院 教授 仲内 英三
86 C-110 ﾃｰﾌﾞﾙﾄｰｸRPGｻｰｸﾙ 乾坤堂 文学学術院 教授 源 貴志
87 C-111 早稲田寄席演芸研究会 リサーチイノベーションセンター 職員 武藤 恵美
88 C-112 シミュレーションゲーム研究会 政治経済学術院 准教授 安達 剛
89 C-113 写団シャレード 理工学術院 教授 若尾 真治
90 C-114 お笑い工房 LUDO 文学学術院 教授 小田島 恒志
91 C-115 早稲田ちんどん研究会 社会科学総合学術院 教授 内藤 明
92 C-116 いじけっ子マンガ集団 文学学術院 教授 竹中 均
93 C-117 珈琲研究会 文学学術院 准教授 津田 好美
94 C-118 踊り侍 社会科学総合学術院 教授 花光 里香
95 C-121 早稲田大学よさこいチーム東京花火 法学学術院 教授 菊池 馨実
96 C-122 SHOCKERS スポーツ科学学術院 教授 杉山 千鶴
97 C-123 早稲田大学ドラえもん研究会 教育・総合科学学術院 教授 木村 晶子
98 C-124 早稲田大学ガンダム研究会 教育・総合科学学術院 教授 三尾 忠男
99 C-125 ぷよぷよ戦術技術開発研究所 教育・総合科学学術院 教授 仁科 明

100 C-127 CIRCLE四季凪 理工学術院 教授 シェパード クリス
101 C-128 早稲田大学ディズニー研究会 理工学術院 准教授 小林 恵吾
102 C-130 オーストラリアンテニスクラブ 法学学術院 教授 田山 聡美
103 C-131 オレンジテニスクラブ 法学学術院 教授 原田 俊彦
104 C-132 CROSS T.C. (クロス ティーシー) 国際学術院 教授 石川 竜一郎
105 C-133 シュトルムテニスクラブ 教育・総合科学学術院 教授 坂内 夏子
106 C-135 スポートピア・フレンドシップユニオン 文学学術院 教授 松園 伸
107 C-136 Truthテニスクラブ 教育・総合科学学術院 教授 坂内 夏子
108 C-137 テイクオフ T・C 政治経済学術院 教授 笠松 学
109 C-138 稲友テニスクラブ 商学学術院 教授 加納 和子
110 C-139 早稲田大学フォーティラブテニスクラブ 法学学術院 教授 高橋 則夫
111 C-140 フレンドシップハウステニスクラブ 商学学術院 教授 小川 利康
112 C-141 MATCH POINT TENNIS CLUB 商学学術院 教授 坂野 友昭
113 C-142 ヤング庭球同好会（硬式部） 社会科学総合学術院 准教授 笠島 洋一
114 C-143 ヤングテニス同好会（軟式部） 政治経済学術院 教授 有村 俊秀



115 C-144 グリーンテニスクラブ 法学学術院 教授 山本 研
116 C-145 PREFIX TENNIS CLUB 環境保全センター 職員 高崎 光大
117 C-146 ギャラクシーテニスクラブ 商学学術院 准教授 村瀬 俊朗
118 C-147 早稲田大学ファンタスティックテニスクラブ 理工学術院 教授 中里 秀則
119 C-148 早稲田大学ホームテニスクラブ 政治経済学術院 教授 金子 昭彦
120 C-153 早大テニスクラブ 総務部総務課 職員 大石 勇人
121 C-154 江戸の会（軟式野球同好会） 社会科学総合学術院 教授 赤尾 健一
122 C-155 グランドスラム（軟式野球同好会） 教育・総合科学学術院 教授 三尾 忠男
123 C-156 Chariots 教育・総合科学学術院 教授 藁谷 友紀
124 C-157 早稲田大学女子軟式野球部ＷＡＳＥＢＩ 教育・総合科学学術院 教授 松木 正恵
125 C-160 パディ・ゴルフクラブ 理工学術院 教授 平沢 泉
126 C-161 ボギーゴルフクラブ 商学学術院 教授 河 榮
127 C-163 RED EAGLES（バスケットボール同好会) スポーツ科学学術院 教授 倉石 平
128 C-165 こんぷれっくすラグビーチーム 法学学術院 職員 那須 孝
129 C-167 蹴球同好会 文学学術院 教授 小田島 恒志
130 C-168 サッカー観戦会 政治経済学術院 教授 仲内 英三
131 C-169 稲穂キッカーズ 商学学術院 教授 藤田 誠
132 C-170 リヴェルデーデ 商学学術院 教授 和田 宗久
133 C-171 メインストリートF.C 理工学術院 教授 所 千晴
134 C-172 KatZwei 理工学術院 教授 及川 靖広
135 C-173 Espiga 教育・総合科学学術院 教授 村井 聡
136 C-174 ディエンテ早稲田 教育・総合科学学術院 教授 池 俊介
137 C-175 Tonsoku 教育・総合科学学術院 教授 熊谷 善彰
138 C-176 アンカー・バレーボールクラブ 人間科学学術院 教授 藤本 浩志
139 C-177 ミュンヘンハンドボール同好会 教育・総合科学学術院 教授 坂内 夏子
140 C-178 ヤングバドミントン同好会 法学学術院 教授 原田 俊彦
141 C-179 スカッシュクラブ 教育・総合科学学術院 准教授 野口 穂高
142 C-180 スポーツラバーズ 理工学術院 准教授 渋谷 裕子
143 C-181 球愛会 教育・総合科学学術院 准教授 富永 基樹
144 C-185 かくれんぼ同窓会 レジデンスセンター 職員 関口 貴仁
145 C-186 自然人倶楽部 政治経済学術院 教授 上條 良夫
146 C-187 空手道糸東会 社会科学総合学術院 教授 周藤 真也
147 C-188 早稲田大学大道塾 スポーツ科学学術院 教授 太田 章
148 C-189 サジテリアス・アーチェリークラブ スポーツ科学学術院 教授 葛西 順一
149 C-191 防具空手道会 法学学術院 教授 ストックウェル グレン
150 C-197 早稲田大学弓道同好会 社会科学総合学術院 教授 花光 里香
151 C-198 ガイゼルスキークラブ 法学学術院 教授 内田 義厚
152 C-199 スキー同好会（W.S.S) 商学学術院 教授 荒井 訓
153 C-200 ツェルマット・スキークラブ 教育・総合科学学術院 教授 池 俊介
154 C-201 ベーシック・スキークラブ 法学学術院 准教授 棚橋 洋平
155 C-202 モンブラン スキークラブ 理工学術院 教授 佐藤 政充
156 C-203 ベル・スキークラブ 文学学術院 教授 松園 伸
157 C-205 シュプリンゲンスキークラブ 社会科学総合学術院 教授 内藤 明
158 C-207 ﾌﾗﾒﾝｺ集団 iVAMOS! 商学学術院 准教授 森本 栄晴
159 C-208 Waseda University Breakerz(W.U.B） 商学学術院 教授 嶋村 和恵
160 C-209 早稲田大学ジャズダンスサークルOasis 文学学術院 教授 嶋 尚子
161 C-210 Dance Team Brilliant Pinks 教育・総合科学学術院 教授 松本 芳之
162 C-211 スペイン舞踊研究会 商学学術院 准教授 森本 栄晴
163 C-212 早稲田大学ハワイ民族舞踊研究会 文化推進部 職員 野原 佳名子
164 C-213 ダンスララバイ 熱視線(ﾈｯｼｾﾝ） 文学学術院 教授 貝澤 哉
165 C-214 ＳｅｓＳｉｏｎ 文学学術院 教授 橋本 一径
166 C-215 Waseda Salsa Party（わせサル） 法学学術院 准教授 石田 智恵
167 C-216 TAP-LOVERS (タップラバーズ) 文学学術院 教授 越川 房子
168 C-217 下駄っぱーず 社会科学総合学術院 教授 山田 満
169 C-218 早稲田大学バレエサークル Ｃiel 法学学術院 教授 ローリー ゲイ
170 C-220 早稲田大学ベリーダンスサークル SARAH belly 教育・総合科学学術院 教授 菊地 栄治
171 C-221 WASEDA BALLERS 法学学術院 准教授 棚橋 洋平
172 C-222 早稲田大学チアダンスチームMYNX 文学学術院 教授 近藤 二郎
173 C-224 早稲田大学フラッシュモ部 商学学術院 教授 ケイト エルウッド



174 C-225 水中クラブ 政治経済学術院 教授 ソジエ内田 恵美
175 C-226 水泳同好会（早水会） スポーツ科学学術院 教授 奥野 景介
176 C-227 潜水会 社会科学総合学術院 教授 佐藤 洋一
177 C-228 スクーバダイビングチームあんこう 政治経済学術院 教授 ソジエ内田 恵美
178 C-229 早稲田大学フィンスイミングチーム SIX BEAT スポーツ科学学術院 教授 奥野 景介
179 C-230 ウィンドサーフィン部 スチューデントダイバーシティセンター 職員 黒田 泰
180 C-232 乗馬倶楽部 社会科学総合学術院 教授 花光 里香
181 C-234 ライフセービングクラブ（W.L.S.C.) 理工学術院 教授 小松原 明哲
182 C-235 ファルコンズ（チアリーディングサークル) 商学学術院 教授 恩藏 直人
183 C-238 早稲田大学ジャグリングサークル～infinitｙ～ 高等学院 教諭 武沢 護
184 C-239 早稲田大学水上スキー部 理工学術院 教授 草鹿 仁
185 C-241 早稲田スタンドアップパドル 理工学術院 教授 岩田 浩康
186 C-244 特撮評議会 文学学術院 教授 肥田 路美
187 C-245 Paddy Fielders' Tea Party（実用英語） 国際学術院 教授 ロー グレアム
188 C-246 中国語学習会 教育・総合科学学術院 教授 村上 公一
189 C-247 教育学部国語国文学会 教育・総合科学学術院 教授 石原 千秋
190 C-249 ポケモンだいすきクラブ早稲田支部 政治経済学術院 教授 船木 由喜彦
191 C-252 チャータースクールへの教育支援～ハワイ編～ 平山郁夫記念ボランティアセンター 職員 村松 知顕
192 C-253 ラオス学校建設教育支援プロジェクト～スーン～ 教育・総合科学学術院 教授 久保 純子
193 C-255 早稲田大学装束研究会 文学学術院 教授 兼築 信行
194 C-256 早稲田大学弓道サークル本陣 教育・総合科学学術院 教授 堀 正士
195 C-257 早稲田大学ケルト音楽同好会 教育・総合科学学術院 教授 及川 和夫
196 C-258 早稲田大学躰道会 理工学術院 教授 中島 達夫
197 C-259 わせだ吹奏楽同好会（緩） 社会科学総合学術院 教授 卯月 盛夫
198 C-260 早稲田大学気仙沼チーム 平山郁夫記念ボランティアセンター 職員 石森 裕
199 C-261 アトム通貨実行委員会 早稲田・高田馬場支部 社会科学総合学術院 教授 卯月 盛夫
200 C-263 ハイソサエティ・オーケストラ 政治経済学術院 教授 小原 隆治
201 C-264 まつだい早稲田じょんのびクラブ 監査室 職員 外川 隆
202 C-265 学生NPO 農楽塾 文学学術院 職員 福元 彩子
203 C-266 スポーツチャンバラ剣隼会 文学学術院 准教授 八木 君人
204 C-267 Ju-Ju～カンボジア・村びと共生プロジェクト～ 文学学術院 教授 田畑 幸嗣
205 C-268 DOORS-日越交流プロジェクト- 国際部 職員 宇佐美 雄蔵
206 C-269 日本コリア未来プロジェクト 文学学術院 教授 金 敬黙
207 C-270 F.S.S.テニスクラブ 政治経済学術院 准教授 小林 和夫
208 C-271 バンカライズム-万色主義- 商学学術院 准教授 國府 久郎
209 C-272 ももキュン☆ 理工学術院 教授 佐藤 政充
210 C-273 早稲田大学筝曲研究会 社会科学総合学術院 職員 川越 真二
211 C-274 早稲田大学女声合唱団 理工学術院統合事務・技術センター技術部 職員 山脇 卓也
212 C-275 早稲田大学フットサル部 社会科学総合学術院 教授 長谷川 信次
213 C-276 ロータリーの会 商学学術院 准教授 國府 久郎
214 C-277 Twinkle グローバルエデュケーションセンター 准教授（任期付） 山崎 亜希子
215 C-278 DA早稲田大学ハリー・ポッター研究会 政治経済学術院 教授 八木 斉子
216 C-279 早稲田雑種おんがく団体チャモロ・フルーメント 政治経済学術院 教授 高橋 恭子
217 C-280 ゆるりと！てつがく！ 教育・総合科学学術院 准教授 山内 昌和



（４）学外ＮＰＯ等に所属するサークル 3サークル

分類番号 所属 資格 会長名
1 D-001 アイセック早稲田大学委員会 商学学術院 教授 横田 一彦
2 D-002 模擬国連早稲田研究会 教育・総合科学学術院 教授 菊地 栄治
3 D-004 WHABITAT 社会科学総合学術院 准教授 奥迫 元

サークル名
会長



（５）学術院承認サークル 87サークル

分類番号 所属 資格 会長名
1 E12-01 蛍法会 法学学術院 教授 山本 研
2 E12-02 創法会 法学学術院 教授 秋山 靖浩
3 E12-03 緑法会 法学学術院 教授 松澤 伸
4 E12-04 公法研究会 法学学術院 教授 水島 朝穂
5 E12-05 民法研究会 法学学術院 教授 山口 斉昭
6 E12-06 刑事法研究会 法学学術院 教授 高橋 則夫
7 E12-07 犯罪学研究会 法学学術院 教授 小西 暁和
8 E12-08 企業法研究会 法学学術院 教授 鳥山 恭一
9 E12-11 法社会学研究会 法学学術院 教授 楜澤 能生

10 E12-14 法律懇談会 法学学術院 教授 本間 靖規
11 E12-15 国際法研究会 法学学術院 教授 萬歳 寛之
12 E12-16 現代司法研究会 法学学術院 教授 田山 聡美
13 E12-17 アジア法学生協会(ALSA) 法学学術院 教授 須網 隆夫
14 E21-01 SILS MUSIC CLUB（SMC) 国際学術院 教授 楊 立明
15 E35-02 WBSものづくり部 ＊ 商学学術院 教授 長内 厚
16 E43-01 早稲田こども日本語クラブ（わにっ子クラブ） 国際学術院 教授 川上 郁雄
17 E44-01 チーム茶道 理工学術院 教授 小柳 惠一
18 E47-01 Welcome-Law School 法学学術院 教授 松原 芳博
19 E47-02 ジェンダー法研究会 法学学術院 教授 石田 京子
20 E47-03 Law&Practice 法学学術院 教授 古谷 修一
21 E47-05 民法判例時報検討会 法学学術院 教授 後藤 巻則
22 E47-06 つなぐ企画 法学学術院 教授 白石 大
23 E47-07 法学教室 Ｓｔｒｅｅｔ Ｌａｗ 法学学術院 教授（任期付） 鈴木 敏宏
24 EN-001 早稲田大学理工漕艇部 理工学術院 教授 大河内 博
25 EN-002 理工ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部ﾊﾞｯｶｽ 理工学術院 教授 栗原 正典
26 EN-003 早稲田大学理工英語会 理工学術院 教授 鹿又 宣弘
27 EN-004 理工探水会 理工学術院 教授 天野 嘉春
28 EN-005 早稲田大学理工ラグビー部 競技スポーツセンター 職員 安藤 洋平
29 EN-008 早稲田大学理工サッカー部 理工学術院 教授 内藤 健
30 EN-009 早稲田大学理工バレーボール部 理工学術院 教授 椎名 孝之
31 EN-011 早稲田大学理工柔道部 商学学術院 教授 中村 みどり
32 EN-012 早稲田理工軟式野球部 理工学術院 教授 佐藤 哲也
33 EN-013 Swing & Jazz Club 理工学術院 教授 柴田 良弘
34 EN-014 早稲田大学アンサンブルギタール 理工学術院統合事務・技術センター技術部 職員 梅澤 和仁
35 EN-015 ロッククライミング 理工学術院 教授 古井 健二
36 EN-016 早稲田大学宇宙航空研究会 理工学術院 教授 吉田 誠
37 EN-017 理工硬式野球部 理工学術院 教授 早部 安弘
38 EN-018 早稲田大学リコシャ写真部 理工学術院統合事務・技術センター技術部 職員 海部 淑江
39 EN-019 理工硬式庭球部 理工学術院 教授 宮下 朋之
40 EN-020 KONA HAWAIIANS 情報企画部情報企画課 職員 嘉指 学
41 EN-021 早稲田山岳自転車倶楽部WFR（理工山岳自転車部） 理工学術院統合事務・技術センター技術部 職員 伊東 克己
42 EN-023 早稲田吹奏楽団 理工学術院 教授 平沢 泉
43 EN-024 Trial and Error Association（T.E.A.） 理工学術院 教授 山田 章一
44 EN-025 早大理工囲将会 理工学術院 教授 柏木 雅英
45 EN-026 早稲田大学ニッシェスキークラブ 理工学術院 教授 川田 宏之
46 EN-027 早稲田大学マイクロマウスクラブ 理工学術院 教授 菅野 重樹
47 EN-028 早稲田社会環境工学研究会 理工学術院 教授 小峯 秀雄
48 EN-030 早稲田うたおう会 理工学術院 教授 鷲尾 方一
49 EN-031 Perspective研究会 理工学術院 准教授 小岩 正樹
50 EN-032 早稲田大学心身統一合氣道会 理工学術院 教授 橋 大輔
51 EN-034 早稲田コンピュータエンタテインメント 理工学術院 教授 中島 達夫
52 EN-035 Waseda Formula Project 商学学術院 職員 佐藤 真
53 EN-037 Laissez-Faire T.C. 理工学術院 教授 後藤 正幸
54 EN-038 理工展連絡会 理工学術院 教授 前原 文明
55 EN-039 早大防災教育支援会 WASEND 理工学術院 教授 秋山 充良

サークル名
会長



56 EN-040 iGEM - Waseda 理工学術院 教授 木賀 大介
57 ET-002 早稲田大学ライフセービングクラブ（W.L.S.C） スポーツ科学学術院 教授 トンプソン リー Ａ．
58 ET-004 バドミントン同好会Ｊ－Ｂｉｒｄｓ 人間科学学術院 教授 村岡 慶裕
59 ET-005 バスケットボールサークルＪＡＷＳ スポーツ科学学術院 教授 正木 宏明
60 ET-006 ＠アットマーク スポーツ科学学術院 教授 作野 誠一
61 ET-007 人間科学部サッカー部 ヒューマンＦ．Ｃ． スポーツ科学学術院 教授 澤田 亨
62 ET-008 臨床心理学研究会 人間科学学術院 教授 嶋田 洋徳
63 ET-009 早稲田大学混声合唱団 所沢支部 人間科学学術院 教授 三嶋 博之
64 ET-011 早大スポーツ合気道同志会 スポーツ科学学術院 教授 射手矢 岬
65 ET-012 早稲田大学陸上競技同好会 スポーツ科学学術院 教授 木村 和彦
66 ET-015 トランポリン同好会 スポーツ科学学術院 准教授 西多 昌規
67 ET-017 Waseda Athletic Training Society （WATS） スポーツ科学学術院 准教授 平山 邦明
68 ET-018 FORCA スポーツ科学学術院 教授 松井 泰二
69 ET-019 CROSS☆ROAD 人間科学学術院 教授 巖淵 守
70 ET-020 t:M(チーム） 人間科学学術院 教授 加瀬 裕子
71 ET-021 Revolution 人間科学学術院 教授 古山 宣洋
72 ET-022 CINEMANIAX 人間科学学術院 教授 福島 勲
73 ET-023 e-learning コミュニケーション研究会(ELC) 人間科学学術院 教授 尾澤 重知
74 ET-024 ずるずるらくだ 人間科学学術院 教授 倉片 憲治
75 ET-026 早稲田大学交響楽団（ワセオケ）所沢支部 人間科学学術院 教授 向後 千春
76 ET-028 創作サークル GIFT 人間科学学術院 教授 井上 典之
77 ET-033 tokopan 人間科学学術院 教授 大須 理英子
78 ET-035 所沢 SHOCKERS スポーツ科学学術院 教授 杉山 千鶴
79 ET-036 早大M+ スポーツ科学学術院 教授 秋本 崇之
80 ET-038 WILD359ers(ワイルドスリーフィフティーナイナーズ) スポーツ科学学術院 教授 奥野 景介
81 ET-039 PETIT ROYAL FC(プチロワイヤル エフシー) 人間科学学術院 教授 浅田 匡
82 ET-041 aka Wa.Se.Da. 人間科学学術院 教授 岩崎 香
83 ET-043 早稲田大学中央アジア研究会 人間科学学術院 教授 扇原 淳
84 ET-045 演劇集団ところで 人間科学学術院 教授 辻内 琢也
85 ET-046 早稲田大学チアダンスチームMYNX所沢支部 人間科学学術院 教授 加藤 麻樹
86 ET-047 RayBack 人間科学学術院 教授 外山 紀子
87 ET-051 FC. TEMPESTA スポーツ科学学術院 教授 松岡 宏高


