
議案　 第 １号

２０２１年　第２３回　ＹＣリーグ　　活動報告書
月 日 内容 会場 時間

１月 ２６日 ＹＣリーグ参加申込締切り

７日 第１回役員会 中止 18:30

２７日 ＹＣリーグ戦組分け抽選会 中止 18:30

３月

４月

５月

６月

３０日 第２回役員会 船橋市東部公民館会議室 18:30

７月

８月

２９日 第３回役員会 船橋市東部公民館会議室 18:30

９月 ２６日 18:30

１０月

１１月 ２８日

２８日 第４回役員会 船橋市東部公民館会議室 18:30

１２月 １１日 18:30

２０２１年第２３回ＹＣリーグはリーグ戦を実施しましたが、新型コロナ感染防止の為に

リーグ活動を縮小し、組分け抽選会、開会式、決勝トーナメントを中止にしました。

議案　 第２号

金　　　額 項　　目

464,144 章典費

174,000 事務費

100,000 会議費

0 大会運営費

8 通信費

3,000 参加ﾁｰﾑ名簿作成費

親睦費

交際費

参加費の返金費用

預り金（参加費の未払金）

次年度繰越金

741,152

2月

0

雑入（利息、ｷｬﾝｾﾙ料） 39,634

預り金（参加費の未払金）

協賛金 3,980

587,443

741,152

0

52,000

3,000

0

役員負担金 10,000

繰越金 43,245

参加費 1,850

リーグ戦

収　　　入 支　　　出

項　　目 金　　　額

２０２１年　第２３回　ＹＣリーグ　　決算書               単位：円

リーグ戦表彰・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ抽選会（中止）・リーグ戦期間延長

ＹＣリーグ開会式（中止）

決勝トーナメント第１回戦（各学年）（中止）

決勝トーナメント第２回戦（各学年）（中止）

決勝トーナメント準決勝戦（各学年）（中止）・リーグ戦期間終了

決勝トーナメント決勝戦（４・５・６年生）（中止）・リーグ戦表彰式・役員会

リーグ戦開始

リーグ戦

リーグ戦

リーグ戦

リーグ戦





議案　 第３号

     ２０２２年　第２４回　　ＹＣリーグ　　活動計画案
月 日 曜日 内         容 会　　場　　等 時間

１月 ３１日 月 ＹＣリーグ参加申込み締切り
新YCﾘｰｸﾞＨＰの６年生掲示板
に参加チーム書込む。名簿を
（m-sato@y8.dion.ne.jp)に提出

２月 ６日 日
第1回ＹＣリーグ役員会
参加チームの確認・組数を確定等

18:30

６日 日 ＹＣリーグ総会・組分け抽選会 船橋市東部公民館、講堂 18:30集合

中旬 開会式（中止）・リーグ戦開始

４月 リーグ戦期間

５月 リーグ戦期間

６月 ２６日 日 第２回ＹＣリーグ役員会 船橋市東部公民館会議室 18:30

７月 リーグ戦期間

８月 ２８日 日 第３回ＹＣリーグ役員会 船橋市東部公民館会議室 18:30

９月 １９日 祝 ﾘｰｸﾞ戦終了（残り試合が無いように！）

２５日 日 リーグ戦表彰・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ組合せ抽選会 船橋市東部公民館会議室 18:30

１０月 決勝トーナメント第１・２回戦（各学年）

決勝トーナメント準決勝戦（各学年）

２７日 日 第４回ＹＣリーグ役員会兼反省会

１２月 １０日 土 決勝トーナメント決勝戦（各学年） 会場：未定

１１日 日 決勝戦（各学年）・予備日 会場：未定

議案　 第４号

    
単位：円

収　　　入

金　　　額 項　　目 金　　　額

587,443 章典費 500,000

628,000 事務費 70,000

0 会議費 35,000

20,007 大会運営費 100,000

3,000 ＨＰ管理費・通信費 50,000

親睦費 40,000

交際費 30,000

参加費の未払金の支払い 3,000

予備費(次年度繰越金） 410,450

1,238,450 1,238,450

３月

１１月

項　　目

※９月２５日（日）のリーグ戦表彰は、各学年、各組の１位と２位のチームが集合します。
当日、決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄの組合せ抽選も行ないますので、当該ﾁｰﾑの監督又は代理の方が参加してく
ださい。

役員会の開催、計画の変更など事務局からの連絡事項は、ＹＣリーグのホームページに掲載しますので、

役員や各チームは必ずＹＣリーグのホームページ(http://yc-league.jo)でご確認ください。

２０２２年　第２４回　ＹＣリーグ　　予算案

支　　　出

参加費(157ﾁｰﾑ×4千円）

預り金（参加費の未払金）

協賛金

雑入（利息、他）

繰越金



第５号議案

役職名 地区名など 運営委員名 備考

会長 ＹＣ読売センター実籾店 根本　立人

委員長 ビックファミリー（鎌ケ谷市） 伊東　哲雄

副委員長 本埜ジャガ－ズ（印西市） 岩井  　 栄

副委員長 ノアレイアーズ（船橋市） 飴谷　純忠

事務局長 稲荷木ｲｰｸﾞﾙｽ（市川市） 佐藤　眞弘

事務局次長 高郷スターズ（船橋市） 内田　智明

運営部長 藤上ディアーズ（船橋市） 国分　清治

運営部役員(各市代表役員） （市川市） 市の代表者

運営部役員(各市代表役員） （船橋市） 市の代表者

運営部役員(各市代表役員） Ｆ Ｔ Ｊ （船橋市） 松本　一隆

運営部役員(各市代表役員） ならしのフレンズ （習志野市） 坂田　恵一

運営部役員(各市代表役員） （浦安市） 市の代表者

運営部役員(各市代表役員） 　(我孫子市） 市の代表者

運営部役員(各市代表役員） (松戸市） 市の代表者

運営部役員(各市代表役員） ビックファミリー(鎌ヶ谷市） 石井　優人

運営部役員(各市代表役員） ヤングタイガース(八千代市） 鎌瀧　淳

運営部役員(各市代表役員） (柏市） 市の代表者

６年生運営班長 薬円台リトルスター（船橋市） 石橋　大輔

５年生運営班長 豊上ジュニアーズ(柏市） 杉浦　俊介

４年生運営班長 ＦＴＪ(船橋市） 根岸　太二

審判長 藤上ディアーズ（船橋市） 塚本　樺雄

副審判長 野菊野ファイターズ（松戸市） 花浦　大介

監事 新浦安ドリームスター（浦安市） 藪内　太嘉司

２０２２年　第２４回　　ＹＣリーグ　役員一覧表


