クリスマスオープン・チェス大会 2018 大会規約
1. 開催⽇：２０１８年１２⽉２３⽇（⽇）
2. 会場：会場は池上会館（東急池上線池上駅より徒歩１５分弱）
3. 試合⽅式：６ラウンドのスイス式；45 分＋10 秒を１手ごとに初手から加算。Swiss-manager でペア
リングする JCA 公式戦。ペアリング、結果は chess-results.com にて確認できる。
4. この大会は 2018 年発表の最新の FIDE 大会ルール、規則に沿って行われる。
5. 来場の際にすぐに受付でチェックインを済ますこと。
6. クロックはこちらで用意する。
（盤駒は JCA のものを貸し出すが、持参を推奨）
7. Bye 申請は大会開始まで受け付ける。
事前申請の Bye は最終ラウンドを除いて 0.5 ポイントとする。
ただし Bye が２ラウンド以上あるプレーヤーは入賞の対象としない。大会開始後の申請は運営側、
アービターの判断により受け付ける。強制 Bye は原則として大会を通し一度だけで１ポイントとす
る。
8. 棋譜を書くことを推奨するが、最後まで書かなくてもよい。勝ったプレーヤーか、ドローの場合に
白番のプレーヤーが、終了後に結果を報告し、サインする。サインする前にしっかりと結果を確認
すること。
9. タイブレークは次の順で用いる：1.Direct encounter (同ポイントどうし内での直接対戦結果)
2.Buchholz Cut 1（一番低い順位の対戦相手を除いた全ての対戦相手のポイントの合計） 3. Buchholz
（対戦相手のポイントの合計）4. Sonneborn-Berger （勝った相手のポイントとドローの相手の半分
のポイントの合計）5. Starting Rank （スタート順）
10. デフォルトタイム：30 分遅刻で不戦勝、不戦敗となり、レーティング変動はない。
11. 無連絡で試合に欠席したプレーヤーは次のペアリングに組まれない。２試合連続で無連絡欠席の場
合はそのまま退会とする。
12. 携帯電話等の電子機器は電源を切ってカバンにしまう、ポケットにしまうなど、身につけていない
こと。ゲーム中は会場の外でも使ってはいけないし、携帯電話などが入ったカバンの持ち出しも禁
止。このルールに違反した場合、そのプレーヤーはその試合において即負けとなる。見学者、及び
すでに試合を終えたプレーヤーにおいても試合会場内での携帯電話などの使用は禁止。
13. 試合開始から 10 分間は携帯電話での撮影も含めて可能。10 分後からは見学者も会場内での携帯電
話を使用禁止とする。
14. プレーヤーはレーティングでオープン、Ａクラスの 2 組に分ける。確定あるいは仮定のＪＣＡレー
ティングがないプレーヤーはオープンのクラスとする。クラス分けは 2 ラウンド前に発表する。
15. オープン、Ａクラスの３位までを入賞とする。賞金１位１万円、２位８千円、３位 6 千円（賞金は
ポイント数で決める。同ポイントの場合人数で割ったものとなる。例：トッププレーヤーで同ポイ
ントが２名いた場合、タイブレークで優勝者を決め、賞金は１位と２位の金額を足して 18,000 円を
２で割ったものをそれぞれ受け取る）

16. スケジュール
9:30

受付開始

9:50

ルール説明

10:00

１ラウンド

12:30

２ラウンド

14:30

３ラウンド

16:30

４ラウンド

19:00

表彰式

＊デフォルトタイム 30 分の遅刻で不戦敗

17. 必要であれば、主催者が 1 ラウンド前にこの規約を適切に変更することがあり得る。
18. お申込み、ご質問、キャンセルは register.chess2018@gmail.com まで。参加連絡は 21 ⽇(金)22 時
までとする。参加費は当⽇支払いでもよいが、4 ラウンド開始前に支払わなかったプレーヤーは退
会とする場合がある。

Regulations for Christmas Open Chess Tournament 2018
1. Dates: 23th December, 2018
2. Venue: Ikegami Kaikan. (About 15 min. walk from Keikyu Ikegami line, Ikegami station)
3. Swiss System with 6 rounds, time control is 45 min + 10 sec increment from move 1. It is an official JCA rated
tournament by using the Swiss-Manager. You can see your parings and results on chess-results.com.
4. The newest 2018 FIDE (International Chess Federation) rules and regulations shall be applied.
5. When you come to the venue, you should check in at the registration table.
6. Chess clocks are provided. Bringing your chess set and pieces is recommended though there are

some JCA’s sets and pieces to rent.
7. Pre-registered byes (half points except the final round) will be accepted until the start of the tournament. In
order to qualify for prizes, players must participate at least 3 rounds (no more than 1 bye) Bye requests after the
start of the tournament will be accepted at the discretion of arbiters. A player with a paring-allocated bye
receives 1 point. Only one paring-allocated bye is given to the same player.
8. Players are recommended to write score but no need to write it till the end of the game. Once the game is
finished, winner or a player with White pieces in case of draw should come to an arbiter’s desk to write the
result with signature. Make sure the result is correct before signing.
9. Tiebreaks to be used: 1. Direct encounter 2. Buchholz Cut1 3. Buchholz 4. Sonneborn-Berger. 5. Starting Rank
10. If any player is not present within 30 min after the game is started, she/he shall lose the game by default.

11. Any player who misses any round without notifying an arbiter will not be paired in the following round, and
any player who misses two consecutive rounds without notifying an arbiter will be considered to have
withdrawn from the tournament.
12. All electronic devices should be turned off and stored away. They can be stored in a bag as long as they are
switched off and the bag stays in the playing room during the game. That bag is not allowed to be carried outside
of the playing room during the game. Any violation of this rule will result in a loss of game. Spectators are also
not allowed to use electronic devices in the playing room. This also applies to players who finished their game.
13. Photo taking is allowed for the first 10 min from the start of each game, including using a mobile phone (only
spectators). After that, phones have to be taken outside of the playing room.
14. Players are divided into 2 groups according to their JCA rating. Players with no JCA rating or unrated players
belong to Open. The groups will be announced before round 2.
15. Prizes: Cash prizes will be given to top 3 players of each group by using tiebreaks. 1st prize: 10,000yen, 2nd
prize: 8,000yen, 3rd prize: 6,000yen. Cash prizes are given based on points only. In case of a tie, prizes will be
divided by the number of tied players (ex. If there are 2 top players with the same points for the first place, the
winner will be decided using the tie break system then the prize of 18,000yen (1st and 2nd place prize total)
will be divided between 2 players).

16. Schedule
Open Course
9:30

Registration starts

9:50

Technical meeting

10:00

Round 1

12:30

Round 2

14:30

Round 3

16:30

Round 4

19:00

Prize giving

＊Default time : 30 min
17. The organizer reserves the right for changing the above conditions in case of reasonable cases before the first
round begins.
18. Registration, Question, Cancel: Email to register.chess2018@gmail.com Register before 22:00

on 21st November. You can pay your entry fee at the venue later. Note: A player without
payment until round 4 begins, will be considered to have withdrawn the tournament.

