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日にち 事業属性 内容 名称 主催団体 場所

1月

5日 地域協力 運営協力 2019-2020山口シクロクロス#2 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・深坂自然の森

11日 地域協力 スタッフ派遣 ツール・ド・しものせき完走応援スクール「自転車初心者教室」 下関市 下関市・深坂自然の森

11日 地域協力 スタッフ派遣 チームアテンダント講習会 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・深坂自然の森

11日 地域協力 スタッフ派遣 グラベル・ライディングスクール（竹之内+小森選手講師） 山口県自転車競技連盟_総務企画委員会 下関市・深坂自然の森

12日 地域協力 運営協力 2019-2020山口シクロクロス#3 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・深坂自然の森

13日 地域協力 スタッフ派遣 ツール・ド・ヤマグチ湾競技運営部会　会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・佐山ハビテーション

21日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾部会長会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・小郡地域交流センター

28日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾全体会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・阿知須地域交流センター

29日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾本部会場イベント打合せ ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・山口市役所

2月

5日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング3月大会業者打合せ 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・岡本監督自宅

6日 普及育成 主催・主管 JBCF事務局長・事業部来訪JBCF普及大会等打合せ 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 山口市・小郡地域交流センター

8日 地域協力 スタッフ派遣 公認3級審判 講習会 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・勝山公民館

8-9日 地域協力 スタッフ派遣 公認2級審判 講習会 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・勝山公民館

9日 地域協力 運営協力 2019-2020山口シクロクロス#4 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・リフレッシュパーク豊浦

11日 地域協力 スタッフ派遣 ツール・ド・ヤマグチ湾競技運営部会　会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・佐山ハビテーション

15日 地域協力 スタッフ派遣 チームアテンダント＋公認3級審判 講習会 鹿児島県自転車競技連盟 鹿児島県・鹿屋市

15日 地域協力 主催・主管 ツール・ド・ヤマグチ湾サイクリングロード清掃活動 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・熊野神社他

24日 普及育成 主催・主管 JBCF西日本担当者打合せ 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・岡本監督自宅

29日 地域協力 運営協力 山陽オートサイクルミーティング（中止） 日本写真判定株式会社 山陽小野田市・山陽オート

3月

1日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング3月大会（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

4日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾新型コロナウイルスに対する方向性会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・小郡地域交流センター

7日 地域協力 主催・主管 ツール・ド・ヤマグチ湾サイクリングロード清掃活動（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・下郷本橋他

8日 地域協力 スタッフ派遣 西日本チャレンジロードレース（中止） 広島県自転車競技連盟 広島県

8日 地域協力 スタッフ派遣 チームアテンダント講習会（中止） 宮崎県自転車競技連盟 宮崎県・宮崎市

11日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング5月大会開催準備連絡会議 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・岡本監督自宅

15日 普及育成 主催・主管 小野湖練習会＃0　※杉山コーチのトライアル実施 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・アクトビレッジ小野他

14-15日 地域協力 スタッフ派遣 九州チャレンジロードレース（中止） （一社）熊本県自転車競技連盟 熊本県

16-20日 地域協力 スタッフ派遣 全国高等学校選抜自転車競技大会（中止） （一社）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 福岡県・熊本県

18日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾全体会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・阿知須地域交流センター

21日 事務局 会議 新型コロナウイルス対応の方向性協議#1 山口県自転車競技連盟 山口市・維新百年記念公園

22日 普及育成 主催・主管 小野湖練習会#1 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・アクトビレッジ小野他

29日 普及育成 主催・主管 小野湖練習会#2 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・アクトビレッジ小野他

30日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾部会長会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・小郡地域交流センター

21日 事務局 会議 新型コロナウイルス対応の方向性協議#2 山口県自転車競技連盟 山口市・維新百年記念公園

4月

4日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF舞洲タイムトライアル（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大阪府

5日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF舞洲クリテリウム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大阪府

5日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　4月練習会#1 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

12日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF伊吹山ドライブウェイヒルクライム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 岐阜県

18-19日 競技力向上 JBCF登録クラブ 東日本ロードクラシック（延期） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 群馬県

19日 地域協力 スタッフ派遣 シマクル2020周防大島（中止） 周防大島サイクルアイランド推進協議会 周防大島町

19日 事務局 会議 山口県自転車競技連盟第1回理事会（クラブ第2回理事会の併催） 山口県自転車競技連盟 書面決議方式

25日 地域協力 運営協力 トラック記録会（中止） 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 防府市・防府競輪場

25-26日 競技力向上 JBCF登録クラブ 西日本ロードクラシック（延期） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 広島県

5月

2-3日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング5月大会（延期） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

2-3日 普及育成 主催・主管 きらら浜キッズライディングスクール（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

2日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFきらら浜タイムトライアル（延期） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 山口市・山口きらら博記念公園

3日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFきらら浜クリテリウム（延期） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 山口市・山口きらら博記念公園

9日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF宇都宮ロードレース（延期） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 栃木県

9日 事務局 会議 新型コロナウイルス対応の方向性協議#3 山口県自転車競技連盟 山口市・新山口駅周辺

10日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF宇都宮クリテリウム（延期） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 栃木県

11日 事務局 会議 （株）山口マツダ本社へ活動報告、協賛依頼 山口県自転車競技連盟 山口市・山口マツダ本社
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日にち 事業属性 内容 名称 主催団体 場所

未定 普及育成 主催・主管 ツール・ド・ヤマグチ湾サイクリングロード清掃活動（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市内

17日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF堺クリテリム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大阪府

17日 地域協力 スタッフ派遣 ママチャリグランプリ2020（中止） 美祢市サイクルスポーツ推進協議会 美祢市・マツダ自動車試験場

30日 地域協力 運営協力 トラック記録会（中止） 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 防府市・防府競輪場

31日 地域協力 スタッフ派遣 ツール・ド・ヤマグチ湾2020（中止） ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市内

31日 事務局 会議 新型コロナウイルス対応の方向性協議#4 山口県自転車競技連盟 ZOOM会議

6月

6-7日 地域協力 スタッフ派遣 中国地域ロードレース大会（延期） 鳥取県自転車競技連盟 鳥取県

7日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFMt.富士ヒルクライム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 富士山

7日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF西日本トラック（延期） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 未定

7日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　6月練習会①#2 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

11日 事務局 会議 セオサイクル山口店へ活動報告、協賛依頼 山口県自転車競技連盟 山口市・湯田温泉周辺

7日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　6月練習会②#3（中止）地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

17日 地域協力 スタッフ派遣 サイクル県やまぐち「ヘルメット正しいかぶり方教室」 サイクル県やまぐち推進協議会 山口市・平川中学校

18-21日 地域協力 スタッフ派遣 全日本選手権ロードレース（中止） （公財）日本自転車競技連盟 広島県・中央森林公園

20日 地域協力 運営協力 ツール・ド・しものせきエキシビションクリテリウム（中止） 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・下関北運動公園

21日 地域協力 スタッフ派遣 ツール・ド・しものせき2020（中止） ツールドしものせき実行委員会 下関市内

21日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF富士山ヒルクライム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 ふじあざみライン

21日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　6月練習会③#4 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

21日 事務局 会議 新型コロナウイルス対応の方向性協議#5 山口県自転車競技連盟 ZOOM会議

未定 地域協力 運営協力 やまぐち未来アスリートチャレンジ（延期） 山口県自転車競技連盟_競技力向上委員会 山口県内

28日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　6月練習会④#5 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

7月

3日 地域協力 スタッフ派遣 サイクル県やまぐち「ヘルメット正しいかぶり方教室」 サイクル県やまぐち推進協議会 山口市・湯田中学校

4日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF東広島ロードレース（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 広島県

4日 普及育成 主催・主管 eNShare Cycling Team合同練習会 地域密着型サイクルスポーツクラブ 広島県・中央森林公園

5日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF広島クリテリウム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 広島県

11日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング7月大会開催準備連絡会議 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・岡本監督自宅

12日 地域協力 運営協力 山口県内自転車競技選手権大会トラックレース 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 防府市・防府競輪場

12日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF石川ロードレース（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 福島県

18-19日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング7月大会 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

18日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFきらら浜タイムトライアル＋JPT交流戦 （一社）全日本実業団自転車競技連盟 山口市・山口きらら博記念公園

19日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFきらら浜クリテリウム＋JPT交流戦 （一社）全日本実業団自転車競技連盟 山口市・山口きらら博記念公園

15-31日 地域協力 スタッフ派遣 TOKYO2020オリンピック自転車競技（中止） TOKYO2020組織委員会 東京～富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ

23-25日 競技力向上 JBCF登録クラブ 東日本ロードクラシック （一社）全日本実業団自転車競技連盟 群馬県・群馬CSC

26日 普及育成 主催・主管 小野湖練習会#3 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・アクトビレッジ小野他

28日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾部会長会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト ZOOM会議

未定 地域協力 運営協力 やまぐち未来アスリートチャレンジ（延期） 山口県自転車競技連盟_競技力向上委員会 山口県内

未定 地域協力 運営協力 オレンジトロフィ2020-2021　＃1（中止） 山口県自転車競技連盟_総務企画委員会 山口県内

8月

1-2日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF東日本トラック（参加なし） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 長野県・美鈴湖バンク

2日 普及育成 主催・主管 小野湖練習会#4 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・アクトビレッジ小野他

7日 地域協力 運営協力 令和2年度美祢市サイクルスポーツ推進協議会総会 美祢市サイクルスポーツ推進協議会 美祢市・美祢市民会館

8日 地域協力 スタッフ派遣 山口市サイクリングルート清掃活動 山口県土木建築部 山口市・亀山公園他

10日 普及育成 主催・主管 小野湖練習会#5　+　慰労会BBQ 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・アクトビレッジ小野他

12日 事務局 会議 新型コロナウイルス対応の方向性協議#6 山口県自転車競技連盟 リモート会議

未定 普及育成 主催・主管 美祢市・秋吉台サマーキャンプ（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 美祢市内

15日 地域協力 運営協力 やまぐち未来アスリートチャレンジ（参加なし） 山口県自転車競技連盟_競技力向上委員会 防府市・防府競輪場

15日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　8月練習会#6 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

22-23日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF群馬ロードレース8月大会/交流戦 （一社）全日本実業団自転車競技連盟 群馬県

競技力向上 JBCF登録クラブ

地域協力 スタッフ派遣

未定 普及育成 主催・主管 みねすとろん／秋吉台カルストロード道路清掃活動（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 美祢市内

30日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大分県

競技力向上 JBCF登録クラブ

地域協力 スタッフ派遣

23日 広島県サイクルロードレース 広島県自転車競技連盟 広島県・中央森林公園

25-26日 西日本ロードクラシック （一社）全日本実業団自転車競技連盟 広島県
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日にち 事業属性 内容 名称 主催団体 場所

9月

1-4日 地域協力 スタッフ派遣 TOKYO2020パラリンピック自転車ロードレース（中止） TOKYO2020組織委員会 東京～富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ

5日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF舞洲タイムトライアル（参加なし） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大阪府

5日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFチームタイムトライアルチャンピオンシップ（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 栃木県

6日 地域協力 スタッフ派遣 みねすとろん2020（中止） （一社）美祢市観光協会 美祢市内

6日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF舞洲クリテリウム（参加なし） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大阪府

6日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFタイムトライアルチャンピオンシップ（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 栃木県

6日 普及育成 主催・主管 荒滝山練習会#0　　※杉山コーチのトライアル実施 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・荒滝山周辺

11－13日地域協力 スタッフ派遣 全国都道府県対抗自転車競技大会（中止） （公財）日本自転車競技連盟 三重県

12-13日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF南魚沼ロードレース（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 新潟県

13日 普及育成 主催・主管 荒滝山練習会#1 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・荒滝山周辺

15日 地域協力 スタッフ派遣 山口市南部プロモーション動画撮影 山口市定住促進課 山口市・名田島周辺

きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　9月練習会#7 地域密着型サイクルスポーツクラブ

VC Fukuoka トレーニングスクール　【コーチングセミナー事業】 VCフクオカ

21日 普及育成 主催・主管 荒滝山練習会#2 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・荒滝山周辺

26日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF維新やまぐちクリテリウム（仮称）（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 山口市内

26-27日 地域協力 スタッフ派遣 Coupe de JAPON　深坂国際XCO 実行委員会 下関市・深坂自然の森

27日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF秋吉台カルストロードレース（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 美祢市内

27日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF赤城山ヒルクライム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 群馬県

28日 地域協力 運営協力 ツール・ド・ヤマグチ湾全体会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト ZOOM会議

未定 地域協力 運営協力 オレンジトロフィ2020-2021　＃2（中止） 山口県自転車競技連盟_総務企画委員会 山口県内

10月

3-4日 地域協力 スタッフ派遣 OITAサイクルフェス!!!2020 実行委員会 大分県

3日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFおおいたいこいの道クリテリウム （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大分県

4日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFおおいたサイクルロードレース （一社）全日本実業団自転車競技連盟 大分県

6-11日 地域協力 スタッフ派遣 国民体育大会（鹿児島国体）自転車競技会（延期） （公財）日本スポーツ協会等 鹿児島県

10-11日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF群馬ロードレース10月大会/交流戦 （一社）全日本実業団自転車競技連盟 群馬県

11日 地域協力 スタッフ派遣 サザンセトロングライドinやまぐち（中止） 実行委員会 山口県東部地域

11日 地域協力 スタッフ派遣 しゅうなんスポーツデー2020 周南市 周南市・周南緑地運動公園

11日 普及育成 主催・主管 荒滝山練習会#3 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・荒滝山周辺

未定 普及育成 主催・主管 しゅうなん／大星山道路清掃活動（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 周南市／平生町

17日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF大星山ヒルクライム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 平生町・大星山

17日 地域協力 スタッフ派遣 しゅうなんクリテリウム／山口県体育大会自転車競技 山口県自転車競技連盟 周南市・周南緑地公園

18日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCFしゅうなんクリテリウム （一社）全日本実業団自転車競技連盟 周南市・周南緑地公園

21日 地域協力 スタッフ派遣 中国地区プロ自転車競技選手権大会 （一社）日本競輪選手会山口支部 防府市・防府競輪場

25日 地域協力 スタッフ派遣 大平山ヒルクライム（中止） 防府市他 防府市・大平山

25日 普及育成 主催・主管 荒滝山練習会#4 地域密着型サイクルスポーツクラブ 宇部市・荒滝山周辺

未定 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF相模原クリテリウム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 神奈川県

未定 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF東京クリテリウム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 東京都

11月

地域協力 スタッフ派遣

競技力向上 JBCF登録クラブ

7日 競技力向上 JBCF登録クラブ JBCF幕張新都心クリテリウム（中止） （一社）全日本実業団自転車競技連盟 千葉県

7日 地域協力 スタッフ派遣 中国地域自転車競技選手権大会トラックレース 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 防府市・防府競輪場

8日 地域協力 スタッフ派遣 西日本地域自転車競技オムニアム大会 防府市他 防府市・防府競輪場

中旬 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング11月記録会（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

21-22日 地域協力 運営協力 やまぐち十種ヶ峰国際ダウンヒル（中止） 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 山口市・十種ヶ峰スキー場

15日 事務局 会議 クラブ事務局　次期体制調整会議 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・新山口駅周辺

16日 事務局 会議 JBCF登録クラブ　次期体制調整会議 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・湯田温泉周辺

12月

6日 普及育成 主催・主管 きらら浜サイクルミーティング2020-2021シリーズ　12月練習会#8 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市・山口きらら博記念公園

13日 地域協力 運営協力 2020-2021　山口シクロクロス　#1 山口県自転車競技連盟_競技運営委員会 下関市・リフレッシュパーク豊浦

19日 地域協力 スタッフ派遣 ツール・ド・ヤマグチ湾競技運営部会　会議 ツール・ド・ヤマグチ湾プロジェクト 山口市・佐山ハビテーション

27日 事務局 会議 2020年地域密着型サイクルスポーツクラブ　総会 地域密着型サイクルスポーツクラブ ZOOM会議

未定 事務局 主催・主管 2020年シーズン納会（忘年会）　（中止） 地域密着型サイクルスポーツクラブ 山口市内

1日 中国地域自転車道路競走大会 鳥取県自転車競技連盟 鳥取県・倉吉市

20日 普及育成 主催・主管 山口市・山口きらら博記念公園
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山口県自転車競技連盟 総務企画委員会

地域密着型サイクルスポーツクラブ

代表　棟　久　明　博
収入の部

予算額 予算内訳 決算額 決算内訳 差引 積算内訳

2,000,000 240,000 1,057,500 240,000 -942,500 JBCF(ホスト)選手年会費収入（40,000円×6名）

270,000 270,000 JBCF選手年会費収入（30,000円×9名）

40,000 40,000 一般選手年会費収入（20,000円×2名）

1,150,000 310,200 競技者賛助金収入（大会参加料の個人負担）

200,000 197,300 チームユニフォーム事業収入（19件）

100,000 0 チームアフターウェア事業収入

700,000 700,000 393,748 296,448 -306,252 協力事業収入（スタッフ派遣等での収入）

0 97,300 ツール・ド・ヤマグチ湾2020運営業務委託料収入

3,550,000 3,300,000 1,548,635 1,548,635 -2,001,365 きらら浜サイクルミーティング開催事業

250,000 0 サマーキャンプ開催事業

205,000 5 496,712 3 291,712 利子

0 18,300 雑収入（チームカー廃車自動車税還付等）

204,995 478,409 山口県自転車競技連盟　一般会計より繰入

6,455,000 3,496,595 -2,958,405

支出の部

予算額 予算内訳 決算額 決算内訳 差引 積算内訳

2,310,000 150,000 1,102,395 170,800 -1,207,605 チーム登録費（JBCFへチーム及び競技者の登録に係る経費）

1,150,000 310,200 大会参加費（JBCF大会他のエントリーに係る経費）

600,000 594,495 チームユニフォーム製作費

100,000 0 チームアフターウェア製作費

300,000 22,000 競技者等クラブ活動補助費（規程による成績に応じた経費負担に係る経費）

5,000 4,900 通信運搬費

5,000 0 消耗品費

600,000 200,000 170,659 0 -429,341 運営経費 山口県自転車競技連盟事業への運営協力

0 67,300 委託業務経費 ツール・ド・ヤマグチ湾2020運営業務

400,000 103,359 スタッフ派遣経費 他団体主催事業へのスタッフ派遣協力

3,340,000 3,000,000 2,107,557 2,107,557 -1,232,443 きらら浜サイクルミーティング大会（年8回）　開催経費

200,000 0 美祢市秋吉台サマーキャンプ（8月）　開催経費

70,000 0 道路清掃活動等　開催経費

70,000 0 ジュニアスクール等　開催経費

205,000 15,000 115,984 13,000 -89,016 協賛・賛助費（他団体への賛助金・協賛に係る経費）

150,000 0 車両維持運行費（チームカー維持管理・運行に係る経費）

30,000 0 会議費（各連絡会議・他団体打ち合わせ会議等に係る経費）

0 101,774 事務局交通費

5,000 0 印刷費

5,000 1,210 雑費（手数料等）

6,455,000 3,496,595 -2,958,405

（参考）　◎　4事業会計の繰入状況

収入 － 支出 = 差引

① 競技力向上事業会計 1,057,500 － 1,102,395 = -44,895 　←　クラブ会費・ユニフォーム整備に、別会計より資金補填（赤字会計）

② 地域協力事業会計 393,748 － 170,659 = 223,089 　←　地域協力を継続し、資金調達（黒字会計）

③ 普及育成事業会計 1,548,635 － 2,107,557 = -558,922 　←　「きらら浜ｻｲｸﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」の継続実施に、別会計より資金補填（赤字会計）

④ 事務局会計 496,712 － 115,984 = 380,728 　←　山口県自転車競技連盟自主事業としてクラブ運営を支援

3,496,595 － 3,496,595 = 0 　←　連盟一般会計より資金繰入のため、繰越金は発生しない。

Ver.20201227

山口県自転車競技連盟 総務企画委員会　地域密着型サイクルスポーツクラブ

2020年シーズン（　2020/1/1　～　2020/12/31　）　収支決算書

① 競技力向上事業会計

③ 普及育成事業会計

地域協力事業会計②

会計名

④ 事務局会計

収入合計

① 競技力向上事業会計

会計名

④ 事務局会計

支出合計

合計

　有資格引率者日当　江下健太郎（8/9宇都宮、8/23群馬、10/11経産旗）

　有資格引率者日当　杉山文崇（8/29西日本、9/27森林公園、10/4大分）

　2020年MVP激励金　杉山文崇（きらら浜JPT交流戦4位）

事業会計名 　備考

② 地域協力事業会計

③ 普及育成事業会計


