
【コール変更について】 今大会もコール変更制度を適用します。その際にいくつか注意点

がございます。コール変更制度とは諸事情により日程通りに試合ができない場合、試合の時

間を指定したり、試合を行う日にちを変更したりすることができるというものです。 

  

1.コール変更の対象 コール変更の対象となる事例は、冠婚葬祭、就職活動、学校活動(授業

に関してはテスト、 実技、実習、実験)に関するもの、その他レフェリーが認めたものとし

ます。適用されるか どうかがわからない場合は、レフェリーに相談してください。  

 

※アルバイトはコール変更の理由として一切認めません。 

 

 2.日にちの変更 日にちの変更は認めます。その場合、原則として、単は単、複は複の日に

試合を行うこととします。  

 

※基本的に試合は 1 日 2 試合までとします。 

 

 3.時間の変更 時間の変更は認めます。会場の都合上、1 試合のコール変更であれば１８時

コールまで認めます。ただし 2 試合控えている場合には、１５時コールまでとします。 

 

・30 分前コール:コール受付時間は 8:50~9:20 までとし、9:30 から試合に入ります。 

 

 ・朝一コール:コール受付時間は 9:00~9:50 までとし、試合に入るのは 1 巡目です。 ・

〇 時コール:コール受付時間はコール時間の 10 分前までとし、コールを取り終わり次第 

空いているコートで試合を行います。  

 

(例)14 時コールの場合 13:50 までにコールを取り、空いているコートで試合を行います。  

 

4.会場の変更 会場の変更は認めません。 

 

5.試合に勝つことを想定したコール変更 試合に勝つことを想定して次の試合のコール変更

を行うことは認めません。  

(例)2R を行っていないのに 3R のコール変更を行うことはできません。 (例外)2R、3R の

日 が諸事情により試合を行うことができない場合、1R の日に 1R と 2R の 2 試合を行

うといったコール変更は認めます。  

 

※この場合、2R、3R の 2 日分の証明が必要です。 

 ※1 日 2 試合までが原則ですが、できるだけ避けてください。  



 

 

 

6.学連の運営上のコール変更 学連の運営上も都合により、コール変更を行う場合がありま

すのでご了承ください。  

 

7.コール変更の回数制限について 昨年の春大会から適用しました。今大会でのみ以下のよ

うに変更します。本戦に関しては制限なしにコール変更することが可能です。しかし、日を

またぐコール変更を極力減らすようにご協力ください。また、シングルス、ダブルス合わせ

て 1 日 2 試合までとし、3 試合目以降は次の日以降に行うとします。 

 日付をまたぐコール変更について、シングルスは １回まで、ダブルスはペアで １ 回まで

とします。 

  

 

 (例)1R の試合を 2R の日に 1R、2R を行う。SF を F の日に SF、F を行う。→可能 ・

時間 でのコール変更については、回数制限を設けません。 

(例)2R を 2R の日の 15 時から、SF を SF の日の 12 時から、F を F の日に朝一コー 

ルで行う。→可能 ・日付をまたぐコール変更と時間でのコール変更を併用することは可能

です。  

 

(例)1R をコール変更で 2R の日に 1R、2R を行う。SF を SF の日に 15 時から行う。 

→可 能  

(例)1R を朝一コールで行う。2R をコール変更で SF の日に 2R、SF を行う。→可能 

(例)2R からで、コール変更で 1R の日に 2R を行う。SF を SF の日に 12 時から行う。 

→可能  

 

※1 日 2 試合までです。 

 ※F は基本 F の日に行います。どうしてもコール変更が必要な場合はレフェリーに相談

してください。  

 

・日付をまたぐコール変更をした場合、その試合は朝一コール以外で行うことは認めませ

ん。  

(例)1R をコール変更で 2R の日に、15 時から 1R、2R を行う。→不可能  

 

・日付をまたぐコール変更は必ず次の日に行わなければなりません。  

(例)1R の試合を SF の日にコール変更する。→不可能  



 

 

・勝つことを前提としたコール変更は基本的に認めておりません。 

 

 

 (例)1R をコール変更で 2R の日に 1R(朝一コール)、15 時に 2R を行う。→不可能 

(例)1R をコール変更で 2R の日に、2R をコール変更で SF の日に 2R、SF を行う。→ 不

可能  

 

※ただし諸事情によりどうしてもできない場合はレフェリーに相談してください。レフェ

リーの判断により認めることがあります。基本的には避けるようにし何か疑問点等ござい

ましたら、大会レフェリー、競技運営委員長にお聞きください。  

 

8.コール変更を行う方法  

ラインで受け付けます。学連公式ラインまで連絡ください。 

 

 手順  

・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  

上記の必要事項の記入し、学連公式ラインまで証明書の写真を添付し、送ってください。  

 

(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 ・クオリファイと番号:Q16  

・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:Q17  

・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:Q32  

・氏名と大学名、携話電話番号: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:Q33  

・対戦相手の氏名と大学名:山本五郎 A 大学 ・対戦相手のペアの氏名と大学名: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 ※コール変更をする上での注意点 ・証明書は必ず、日にち、時間がわか

るようなものをご用意ください。  

・コール変更願いを送る際は、学連に頼むのではなく、本人が送るようにしてください。 

 

 9.コール変更願の提出と締め切り  

コール変更願の提出の締め切りは本来の試合日の  2 日前の  18 時までとします。 

(例)2/13(土)の試合を 2/15(月)に変更したい場合、2/11(木)の 18 時までに提出。 ※雨天

などの日程変更により 2 日前までに提出することが困難な場合は、変更前の試合日の 18 

時までに提出するようにしてください。これ以降のコール変更願は無効となりますので、ご

注意ください。  

 

(例)2/13(土)に試合予定だったが、雨により 14 日(土)の試合が 14 日(日)に延期。 しか

し 14 日(日)にテストがあり、試合を行うことができない場合、13 日(土)の 18 時 までに

コール 変更願を提出しなければならない。  

 

 

10.コール変更の連絡 コール変更の内容はホームページにて、試合の 2 日前の 20 時前後

には掲載します。 必ずご確認ください。訂正は次の日の正午まで受け付けますので、必ず

確認するようにしてください。 

 

※掲載されたコール変更は絶対のものとします。 

 

学連からのコール変更に関して電話をかけることは基本的にありませんが、両選手がコー



ル変更願いを 提出した場合や、試合会場または、運営の都合上コール変更を通せない場合

は電話をかけることがあり ますので、コール変更願いには必ず電話番号を記入し、電話に

出られる状態にしておいてください。 

 

【熱中症について】 令和 3 年度第 81 回東海学生テニス選手権大会に出場するにあたり、

各大学の選手は熱中症の対策を徹底してください。熱中症とは、気温が高い中での運動など

により、体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上

昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや 意識の異常など、様々な症状を起こ

す病気です。熱中症対策とし、ジャグ・水筒などを持参し、水分をこまめにとっていただく

こと、前日にしっかり睡眠をとっていただくこと、帽子を持参し着用していただくことの徹

底をお願い致します。 また具合が悪くなりましたら、我慢せずお近くの学連に声をかけて

ください。 


