
全日本チェス選手権 2020 

大会要項 

  

 

1.  開催日／会場: 5月2日(土)～6日(水)/きゅりあん (JR大井町駅前) 東京都品川区． 

2. 大会形式: 9R スイス, 持ち時間90分/40手+30分，+30秒/手，FIDE公式戦.  

3.  大会賞金: 楯と賞金1位-50,000円，2位-30,000円，3位-10,000円，4位-5000円，5位-5000円. 

タイブレークを用いて順位を決める．同ポイントで賞金を分け合うことはない． 

4. スケジュール:　   

5月2日 （1日目） 3日～5日 (2-4日目) 6日 (5日目) 

09:00 開場 

10:00 集合＆ペアリング 

09:00 開場 09:00 開場 

10:20 1ラウンド 10:00 3, 5, 7ラウンド  10:00 9ラウンド 

15:30 2ラウンド 15:30 4, 6, 8ラウンド 15:30 表彰式 

  

※恒例のパーティーは今年度中止とする. 

5.  デフォルトタイム：　試合開始後30分以上遅刻のプレーヤーは，その試合結果を不戦敗とする． そ

の場合レーティングの変動はない． 

6.  選手選考について：  

(1)チェスオリンピアード日本代表は（既得権を持つ選手および非資格者を除く）上位3名に与えられ

る．繰り下がりあり．詳しくは「2020年度ロシアチェスオリンピアード選考」を参照. 

(2)上位1名、女子選手上位1名は2021年全日本選手権のシード権を得る. 

7.  参加費: 20,000円． 

参加資格：　5月2日当日NCS年会員であり，かつシード選手であること．（日本チェス国籍以外の選



手も参加，入賞可能だが，日本チェスチャンピオンの称号は得られない．） 

NCS会費: 入会費：大人 6,300円，23歳未満4,200円，18歳未満3,200円，15歳未満2,200円． 

8. 参加申込： ”registration@japanchess.org” 

申し込み〆切: 参加資格保持者は４月15日 (水) 午後8:00までに参加の意図をメールにて知らせる． 

参加費〆切: ４月28日 (火) 12:00． 

振込先：　みずほ銀行，大森支店，普通，3048765， 

シャ）NATIONAL CHESS SOCIETY OF JAPAN 

9.  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．Byeが３ラウンド以上あるプレーヤーは入賞，全日本選手権のシード権，およびオリ

ンピアード選考の対象としない．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． 

10.  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 Cut 1

（最低ポイントだった対戦相手を除いた全ての対戦相手のポイント合計数），(3) Buchholz （全対戦

相手のポイント合計数）， (4) 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） (5) Sum of the ratings of the opponents （対戦相

手のレーティングのトータル） (6) くじ． 

11.  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． 

12.  棋譜は最後まで記入すること．試合が終わったら両プレーヤーは結果を確認し，お互いの棋譜用紙に

サインし合い，アービターに結果報告する．サインの前に必ず結果を確認する． 

13.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不戦敗ではなく，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する． 

14.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，見学者も会場内での

携帯電話使用を禁止とする．特別許可を受けた者は別とする． 

15.その他上記以外のことはFIDEルールに沿って判断する．例えばイリーガル・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．スタート順を決める優先基準は，FIDE rating，NCS rating，氏名ABC順である． 

16.  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． 

17.主催：一般社団法人ナショナルチェスソサエティーオブジャパン （NCS) 

  

 



Japan Chess Championship 2020 

Regulations 

 

1. Dates/Venue: May 2-6 / “Kyurian” (Across from JR Oimachi Station), Shinagawa-ku, Tokyo. 

2. Time Control: 9R swiss. 90min/40moves + 30m, +30sec/move (FIDE rated)． 

3. Prizes and plaques:　Plaque and prize for top 5 players. 1st prize: 50000yen, 2nd prize: 

30000yen, 3rd prize: 10000yen, 4th prize: 5000yen 5th prize: 5000yen. 

Tie-breaks will be used to determine winners. No two players will share the prize. 

4. Playing Schedule:  

May 2 (Day 1)  May 3-5 (Day 2-4) May 6 (Day 5) 

09:00 Venue opens 

10:00 Check-in & Pairings 

09:00 Venue opens 09:00 Venue opens 

10:20 Round 1 10:00 Round 3, 5, 7 10:00 Round 9 

15:30 Round 2 15:30 Round 4, 6, 8 15:30 Closing Ceremony 

  

※The party after the tournament is cancelled this year.  

5. Default time is 30min. 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. 

6. (1) Top ３ players will be selected as official players for 2020 Chess Olympiad. (Refer to 

“2020 Chess Olympiad Players Selection Criteria” on the website). 

(2) The winner and the top female player will qualify for Japan Chess Championship 2021. 

7. Entry fee: 20,000yen. 

Entry Criteria: Open to qualified players who are full-term NCS members on the day of the 

tournament. (Non Japanese FIDE players can participate and win prizes, but they are not 



entitled to receive the Japan Champion title.) 

8. Registration： “registration@japanchess.org” 

Registration Deadline: April 15 8:00pm. 

Payment Deadline: April 28 12:00. 

9. 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 more than 2 pre-requested byes, the player will 

not qualify for prizes nor qualify for Japan Chess Championship or the Olympiad Selection. 

Pairing-allocated bye will be 1 point. 

10. Tie-breaks:  1. Direct encounter, 2. Buchholz Cut-1, 3. Buchholz, 4. Sonneborn-Berger, 5. 

Sum of the rating of the opponents, 6. Drawing lots. 

11. The organizer will provide chess equipment including clocks. 

12. Players must record all moves. Once the game is finished, both players sign both score 

sheets and hand over the original score sheets to the arbiters. Make sure the results are 

correct before signing. 

13.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. Any violation will result in a loss of game. This game is 

rated.Spectators are also not allowed to use electronic devices in the playing room. 

14.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. Exception for people with a special permission. 

15. 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 

pairings will be done according to the FIDE rating. If there are 2 players with the same 

rating, the NCS rating and the alphabetical order of the players will be used. 

16. 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. 

17.Organizer: (NCS) National Chess Society of Japan. 

  



感染予防特別ルールについて 

新型コロナウイルスによる感染予防のため，この大会では衛生面に最大の注意を払って運営を行いますが，さ

らに，次のルールを付け加えます．ご理解の上，ルールを必ず守って参加してください． 

1. 試合前後は毎回手洗いを徹底すること 

2. 試合前後の握手を禁止し，代わりに挨拶のみとする 

3. 咳，くしゃみをする可能性があればマスクを着用すること．また咳，くしゃみをする場合，マスク着

用でも手で覆わずに腕の肘のあたりを使い，直後に手洗いに行くこと 

4. 局後の検討を禁止する 

5. 会場に来る前に体調不良を感じた場合，来場しないで連絡すること 

6. 試合中体調不良を感じた場合，すぐにアービターかスタッフに申し出て退場する 

7. 表彰式は入賞者のみの出席とする 

8. 恒例のパーティーは行わない 

 

Special Rule 

We ask participants to follow the guidelines below.  

1. Wash your hands before and after each game 

2. No handshaking before and/or after the game 

3. Be diligent about hygiene etiquette - wear a mask and if coughing or sneezing, NEVER 

cough into your hands (even if you have a mask on), but use your elbow instead and go 

wash your hands right away 

4. No analysis after the game 

5. If you do not feel well, stay home and do not come to the venue 

6. If you feel unwell during the game, let the arbiter know. The organizer may ask you to go 

home and rest 

7. The closing ceremony will be held only with the prize winners 

8. There will be no closing party 

 

  



日本代表選考について 

全日本チェス選手権は開催予定です．しかしながら，コロナウイルスの感染拡大により中止となる可能性はあ

ります．中止の場合には，2020年チェスオリンピアード日本代表選考に，2022年の選考基準2(2)を前倒しで

適用します． 

2020年3月19日 

2022年以降チェスオリンピアード日本代表選手選考基準  

２(2) 　FIDE：NCS＝7：3 のraitng合計順に上から計5名ずつになるまで繰り下がる  (raitng は『5月発表

レーティングリスト』のものを用いる)  

 

About selection of Olympiad members 

NCS is still planning on hosting the Japan Chess Championship 2020 in May. However, there is a 

possibility of cancellation due to the coronavirus. If the cancellation happened, we would apply 

the 2022 selection criteria to select 3 more Olympiad members of 2020. 

19th March 2020 

Japanese representatives for the Chess Olympiad (2022-) 

２(2)  Top 4 players with the rating ratio of the following: FIDE：NCS = 7:3  (If a player declines, 

then the next player on the list is selected. May Rating List is used) 

 

 

 

 

 

 


