第３０回全日本快速チェス選手権大会規約
Regulations for Japan Rapid Chess Championship 2018 (Japanese)
1. 大会は 8 ラウンド（１日コースは 4 ラウンド）スイス式、持ち時間は 25 分＋10 秒、最初の１手目か
ら１手 10 秒累加とする。
スイスマネージャーを使用し FIDE Laws of Chess 2018 に沿って行われる。
2. シード順位（スタート順位）はＪＣＡ Rating を使用し、結果を反映させる。
3. Bye（不戦）申請は大会開始まで受け付ける。事前申請の Bye は 0.5 ポイント、最終ラウンドのみ 0
ポイントとする。ただし Bye が３回以上あるプレーヤーは入賞対象としない。大会開始後の Bye 申
請は運営、アービターが判断する。プレーヤーが奇数の強制 Bye は 1 ポイントとする。
4. 棋譜をとる義務はない。試合終了後は所定の用紙に結果を記入し、かならず両プレーヤーが結果を確
認してサインする。
5. タイブレーク優先順位は、①Direct Encounter（同点どうしの直接対戦結果）
、②Buchholz Cut1（最
低レーティングの相手を除く対戦相手の得点合計）
、③Sonneborn-Berger（勝った相手の得点とドロ
ーにした相手の半分の得点合計）とする。
6. デフォルトタイムは 20 分とする。20 分遅刻で不戦敗となるがレーティングの変動はない。
7. スマートフォンなど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。携帯などが入ったカバンの持ち出しも禁止。発見された場合、そのプレーヤーはその試
合において即負けとなる。見学者および試合を終えたプレーヤーについても試合会場内での電子機器
使用を禁止する。
8. 試合開始から 5 分は写真撮影可能とする。見学者はスマートフォン撮影もできるが、撮影後は会場内
で使用できない。
9. 無連絡で試合に参加しなかったプレーヤーは次のペアリングに組まれない。２試合連続で無連絡の場
合はペアリングリストから外し、不参加とする。
10. 表彰順位はタイブレークを用いる。２日コースでは、クラスをレーティングの上からオープン、Ａク
ラス、Ｂクラスの順に分ける。クラス分けは３ラウンド開始時までに確定する。全体とＡ、Ｂクラス
内の１位から３位を入賞として楯を贈呈する。なお、オープン入賞者とＵＲ（レーティングなしの者）
はＡ、Ｂクラスの入賞対象としない。（１日コースは３勝以上に記念品贈呈）
11. 会場は池上会館。
12. 大会スケジュール
6 月 16 日（土）

6 月 17 日（日）

09:45 開会式、大会ルール等説明

09:45 １日コース大会ルール等説明

10:00 第１ラウンド

10:00 第５ラウンド（１日コース第１ラウンド）

11:30 第２ラウンド

11:30 第６ラウンド（１日コース第２ラウンド）

13:30 第３ラウンド

13:30 第７ラウンド（１日コース第３ラウンド）

15:00 第４ラウンド

15:00 第８ラウンド（１日コース第４ラウンド）
16:30 閉会式、表彰

Regulations for Japan Rapid Chess Championship 2018 (English)
1. The tournament will be played using the Swiss System with 8 rounds, time control is 25 min + 10 sec
for the game, with an increment of 30 seconds per move starting from move 1. For pairings, a Swiss
Manager program will be used. The Laws of Chess 2018 shall apply.
2. JCA rating will be used for pairings. This is a JCA rated tournament.
3. Pre-registered byes (half points) will be accepted until the start of the tournament. In order to qualify
for prizes, players must participate in more than 6 rounds (no more than 2 byes). Bye requests after the
start of 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.
4. Players must not record all moves. Once the game is finished, both players sign the result-sheet
provided by the arbiters. Make sure the results are correct before signing.
5. Tie-break to be used: (1) Direct encounter, (2) Buchholz Cut1, (3) Sonneborn-Berger.
6. If any player is not present within 20 min after the game is started, she/he shall lose the game by default.
7. All electronic devices have to 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 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.
8. Photo taking is allowed for the first 5 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.
9. 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.
10. Prizes and Plaques: There are 3 groups, Open, A, B in 2-day tournament. The determination of A and
B groups will be announced before the start of Round 3. Top 3 players from each group will receive
plaque. Top 3 players in Open and unrated player are not qualified for A, B group prize. (Anyone more
than 3 wins is qualified for prize in 1-day.)
11. Venue: Ikegami Kaikan. (About 15 min. walk from Keikyu Ikegami line, Ikegami station)
12. Schedule:
6/16(Sat)

6/17(Sun)

09:45 Opening and technical meeting

09:45 Technical meeting for 1-day course

10:00 Round 1

10:00 Round 5 (Round 1 for 1-day course)

11:30 Round 2

11:30 Round 6 (Round 2 for 1-day course)

13:30 Round 3

13:30 Round 7 (Round 3 for 1-day course)

15:00 Round 4

15:00 Round 8 (Round 4 for 1-day course)
16:30 Closing ceremony

