平成 28 年度

主将会議

議題

日 時：平成 28 年 1 月 30 日 13:30会 場：愛知県スポーツ会館 大会議室

【１】年次報告
１．平成 27 年度（前年度）の会計収支報告について
２．平成 28 年度（今年度）の会計予算案について
【２】リーグについて
１．没収試合規定の一部項目の削除・改変について
２．オーダー用紙の記入ミスによる没収の廃止について
３．2 部以下のオーダー用紙の 1 部との統一について
４．1 部リーグの日程について
【３】審判について
１．審判要請の対象大学について
２．審判講習会について
３．審判の交通費について
【４】今年度からの変更点について
１．交流会について
２．ミニリーグのチーム名について
３．室内大会のボーラーについて
４．新入生評価基準について
５．新進のドロー変更について
６．セットボール販売価格の変更について
７．コール変更について
【５】質疑応答

【１】年次報告
１．平成 27 年度（前年度）の会計収支報告について
→別紙参照
２．平成 28 年度（今年度）の会計予算案について
→別紙参照

【２】リーグについて
１．没収試合規定の一部項目の削除・改変について
→別紙参照
没収試合規定を少々変更致しました。しかし、その没収試合規定に反した場合は、例年
通り没収となります。わかりづらい部分や不明瞭な部分を排除しました。

２．2 部以下のオーダー用紙の 1 部との統一について
王座に合わせ、2 部以下のオーダー用紙も 1 部のものと統一することに致しました。

３．オーダー用紙の記入ミスによる没収の廃止について
→別紙参照
今年度よりリーグのオーダー用紙の記入ミス（大学名、日付、氏名、部印など）では、
王座の規約に合わせ没収はとらないことと致しました。また、オーダー用紙の書き方がわ
からないという要望に応え、書き方の見本も作成しました。オーダー用紙の書き方見本（シ
ングルス・ダブルス）
、スコアシートの書き方見本の計 3 枚です。

４．1 部リーグの日程について
昨年度は男女同一日程にて行いましたが、今年度より一昨年同様、男女別日程の 10 日間
（予備日を含めず）で行うことと致します。

【３】審判について
１．審判要請の対象大学について
今年度以降は、全大学から平等に呼ぶ予定です。これまで要請が来なかった大学もご協
力お願いします。しかし、審判要請の回数は、部員数に比例するよう考えられていますの
で、必然的に部員数の多い大学の人数が増えてしまうことはご承知ください。あくまで、
平等に要請するよう配慮致しております。

２．審判講習会について
今年度より、全新入生を対象とした審判講習会を毎年開催することと致します。今年度
は、5/22(日)（5/29(日)予備日）に行う予定です。

３．審判の交通費について
昨年度、審判の交通費の支給を廃止しましたが、今年度より一律 1000 円支給致します。

【４】今年度からの変更点について
１．交流会について
昨年度始めた交流会ですが、今年度は開催しないことと致しました。その代わりとして、
今年度より高校に大会要項を送り、春大会、夏大会、1 部リーグ、室内大会に高校生を招き、
大学のテニスを知ってもらおうと思っております。

２．ミニリーグのチーム名について
チーム名の文字数を 8 文字以内と制限します。今回、長すぎてドローに収まりきらなか
ったチームがあるからです。ご了承ください。

３．室内大会のボーラーについて
今年度より、室内に出場する選手の大学からボーラーとして必ず 2 名出してもらうよう
に致します。各大学の負担軽減のため、このような措置をとらせていただきます。

４．新入生評価基準について
参考として、現行の新入生評価基準は、以下のように設定されています。
本戦第 4 シード

全国高等学校テニス選手権大会シングルス ベスト 2 以上
全日本ジュニア選手権大会シングルス ベスト 4 以上

本戦第 8 シード

全国高等学校テニス選手権大会シングルス ベスト 4 以上
全日本ジュニア選手権大会シングルス ベスト 8 以上

本戦第 16 シード

全国高等学校テニス選手権大会シングルス ベスト 8 以上
全日本ジュニア選手権大会シングルス ベスト 16 以上

本戦ストレートイン

全国高等学校テニス選手権大会シングルス ベスト 16 以上
全日本ジュニア選手権大会シングルス ベスト 32 以上

予選上シード

全国高等学校テニス選手権大会シングルス ベスト 32 以上
全日本ジュニア選手権大会シングルス ベスト 64 以上

・ 前年度の成績を考慮する。
・ 浪人生は評価の対象としない。
・ 他地域からの編入生の場合、地域によってポイント差があるため、学連がその
選手の成績を考慮してシードを付ける。
ただし、今年度より、明らかな実力差があると学連が判断した場合には、幹事会の決定
に基づき、評価を 1 つ繰り下げて適用するなどの対処を行います。

５．新進のドロー変更について
→別紙参照


新進本戦のドロー数を、以下のように変更致します。
本戦 男子シングルス 64 → 48 ドロー
男子ダブルス 32 → 24 ドロー



女子シングルス 64 → 32 ドロー
女子ダブルス

32 → 16 ドロー

また、それに伴いまして新進予選のクオリファイ数を、以下のように変更致します。
予選 男子シングルス Q32 （現状維持）
男子ダブルス Q16 （現状維持）

女子シングルス Q16 → Q8
女子ダブルス

Q8 → Q4

６．セットボール販売価格の変更について
昨年度までは 1 箱 3000 円、2 箱 5000 円で販売しておりましたが、今年度より 1 箱 2000
円、2 箱 3000 円にて販売することと致します。

７．コール変更について
コール変更の受取媒体を、fax からメールに変更します。必要事項を記入し、証明書を添
付の上、下記のメールアドレスまで送ってください。
※コール変更専用アドレスとなっております。学連の通常アドレスとは異なりますので、

十分にご注意下さい。いかなる理由があっても、以下のアドレス以外にはコール変更を受
け付けません。
toukaigakuren.callchange@gmail.com
必要事項
・試合予定日
・試合予定会場
・コール変更する人のクオリファイおよび番号、氏名、大学名、連絡先（携帯電話番号）
・対戦相手のクオリファイおよび番号、氏名、大学名
※ダブルスの場合はペアも同様
・コール変更理由
・希望試合日時
○メール送信後、大会レフェリーの LINE に確認の連絡をしてください。
※FAX でのコール変更は認めません。
※証明書は日時がわかるものにして下さい。
※コール変更願いのメール送信は学連に頼まず、必ず本人が送信して下さい。
（例）シングルスの場合
・試合予定日：7/12(火)
・試合予定会場：A 大学 B キャンパス
・クオリファイと番号：Q１ ６
・氏名と大学名、携帯電話番号：東海 健太 C 大学 ○○○-○○○○-○○○○
・対戦相手のクオリファイと番号：Q１ ７
・対戦相手の氏名と大学名：河本 次郎 D 大学
・コール変更内容、理由：２限（11:00～12:30）に期末定期試験があるため
・希望試合日時：7/12（火） 14 時コール
※証明書を写真で添付
（例）ダブルスの場合
・試合予定日：3/12（土）
・試合予定会場：E 大学
・クオリファイと番号：Q３ ２
・氏名と大学名、携帯電話番号：東海 健太 C 大学（コール変更の希望者）
、○○○-○○○○-○○○○
・ペアの氏名と大学名、携帯電話番号：加藤 太郎 C 大学、○○○-○○○○-○○○○

・対戦相手のクオリファイと番号：Q３ ３
・対戦相手二人の氏名と大学名：山本 五郎 A 大学、篠田 六郎 A 大学
・コール変更内容、理由：3/12（土）にゼミの実習があるため
・希望試合日時：3/14(月)
※証明書を写真で添付

８．就活セミナーついて
本年度より、毎年 1-3 月に東海学生を対象とした就活セミナーを開催いたします。今年度
は、本日 1/30 の新進エントリー会終了後の 15:10 より開催致しますので、会場に来られて
いる主将主務の方々は奮って参加のほどお願い致します。関東地区、関西地区ではすでに
同様のセミナーが開催されており、東海地区も学連が学生に就職先を斡旋することにより、
徐々に大きなコネクションを作っていきたいと考えております。

【５】質疑応答
何か質問・疑問等ありましたら、お気軽に申し付けください。

Memo

