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クリスマスチェスパーティー 2019
大会 要項
1.

開催日／会場: 12 月 14 日(土) / きゅりあん (JR 大井町駅前) 5 階
形

式: 4R スイス, 持ち時間 45 分 + 10 秒/手．(公式戦)

参加費: 大人 3000 円,

U23 – 2000 円．

参加資格: NCS 会員であること．申込先着 50 名まで
NCS 会費: 入会 費 ：大人 6300 円 ， 18 歳 未 満 3200 円 ， 15 歳 未 満 2200 円 （ 1 大会会員 2000 円，
18 歳未満 1000 円）．
参加申込：
申し込み締め切り: 12 月 10 日 (火) 午後 8:00． 参加費振込締め切り: 12 月 11 日 (水) 12:00．
申込： registration@japanchess.org
スケジュール:

時刻
9:00

大会
開場

9:40 集合、ペアリング
10:00

1ラウンド

12:30

2ラウンド

14:40

3ラウンド

16:50

4ラウンド

19:00

表彰式

20:00

閉場

１ラウンドのペアリングでの不戦勝を避けるため、必ず 9:40 までに会場に来てください。
事前の連絡がない限り、９:40 を過ぎると初戦のペアリングには組まれません！
デフォルト・タイムは 30 分. 試合開始後 30 分以上遅刻の 場合は不 戦敗となり， 1F-0F または
0F-1F となる． その場合，レーティングの変動はない．
賞: オープン>U1600>16 歳未満の 1 位～3 位に賞品． 順位決定はタイブレークを使用し、賞を
分け合うことはない．上のカテゴリーで賞を取った者は下（U1600、16 歳未満）のカテゴリー
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から除く．
タイブレーク: (1) Direct encounter （同ポイント同士内での直接対決），(2) Buchholz （全対戦
相手のポイント合計数）， (3) Sonneborn-Berger （勝った相手のトータルポイントとドローを
取った相手の半分のポイントを足したもの） (4) くじ．
事前 Bye: Bye（不戦）の申請は 1 ラウンド前まで受け付ける．これは最後のラウンドを除いて
0.5 ポイントとする．申請 Bye が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１ポイント．
棋譜の記入をする．ただし、持ち時間が一度でも 5 分以下になった場合は棋譜を書く必要はな
い．試合が終わったら結果を確認し，棋譜用紙にサインして、アービターに提出すること．
携帯電話等の電子機器は電源を切ってカバンにしまうなど，身につけてはいけない．ゲーム中
に試合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とす
る．このルールに違反したプレーヤーは即負けとなる．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を禁止とする．
試合開始から１０分間，見学者に携帯電話，カメラ撮影を許可する．それ以降は，見学者も含
め会場内での携帯電話使用を禁止とする．
この大会は NCS 公式戦であり，スタート順を決める優先基準は，NCS rating，氏名 ABC 順で
ある．
FIDE ルールに沿って上記以外のことを判断する．（例：イリーガル・ムーブ 1 回目は相手の
持ち時間 2 分追加，2 回目は負けとなる．なお，時計の押し間違い，両手使用等はイリーガ
ル・ムーブとみなされる）
クロックおよびチェスセットは主催者で用意したものを使用する．
主催者は 1 ラウンド開始前に上記のルールを適切な理由で変更する場合がある．また，会場で
撮影した写真を NCS 公式サイト，会誌等に使用することがある．
chess-results.com でペアリング，結果をご覧ください

主催：
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Christmas Chess Party 2019
Regulations
1.

Dates/Venue: December 14 / Shinagawa Ward General Kumin Hall “Kyurian” (Across from JR
Oimachi Station) 5th Floor.
Time Control: 4R Swiss. 45min+10sec/move, (NCS rated).
Entry fee: 3000yen, U23 - 2000yen.
Entry Criteria: NCS members (yearly or 1-time tournament members).
Membership Fee: Adults - 6300yen, U18 - 3200yen, U15 - 2200yen (1-time tournament
membership fee: 2000yen, U18 -1000yen. This membership does not count towards the selection of
official players of international tournaments nor the qualification for Japan Chess Championship).
Registration： “registration@japanchess.org”

Registration Deadline: December 10 8:00pm.

Payment Deadline: December 11 12:00.
Playing Schedule:
Time
9:00

Tourna me nt
Venue opens

9:40 Regis tration, P airings
10:00

Round 1

12:30

Round 2

14:40

Round 3

16:50

Round 4

19:00

P rize giving

20:00

Venue clos es

Please be at the playing venue by 9:40 to be paired for Round 1! You will not be paired for the first
round if you are not there by 9:40 unless you have contacted us beforehand.
Default time is 30min. from the start of each game.
If any player is not present within half an hour after the game started, he/she shall lose the game
by default. The game is not rated.
Prizes and plaques:

Prizes for top 3 players of each category.

Category: Open > U1600 > U16years old.
Tie-breaks will be used to determine winners. No two players will share the prize.
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A winner of higher category is excluded from his/her category.
Tie-breaks: 1. Direct encounter, 2. Buchholz, 3. Sonneborn-Berger, 4. Drawing lots.
Pre-registered byes: 0.5 point bye requests will be accepted before round 1 begins. 0 points are
given for the last round. If a player has pre-requested byes, the player will not qualify for prizes.
Pairing-allocated bye will be 1 point.
Players are required to record moves unless there is less than 5min left on the clock. When the
game is finished, check the results, and report the result with score-sheets to the arbiter.
All electronic devices have to be turned off and stored away. Not to be touched or carried out of the
playing room during the game. If a player is found with a mobile device during his/her game, the
player loses the game.
Spectators are allowed to take photos for the first 10 min. of each game, including the use of a
mobile but after 10minutes, all mobiles have to be put away by the spectators and they are not
allowed to use them in the playing room.
This is a NCS rated tournament. The pairings will be done according to the NCS rating and the
alphabetical order of the players will be used.
The tournament will follow FIDE rules unless otherwise stated above.
(1st illegal move – 2 extra minutes are given to the opponent. 2nd illegal move – loss of the game.
Etc.)
The organizer will provide chess equipment including clocks.
The organizer reserves the right for changing the above conditions in case of reasonable cases before
the first round begins. And please be advised that photographs will be taken at the event for use on
the japanchess.org website and in the press, and other publications. By entering this event, you
consent to the National Chess Society of Japan photographing and using your image and likeness.
Parings and results

will be on chess-results.com.

Organized by

