
全日本チェス選手権 2020 

 

大会要項 
 

1. 開催日／会場：10月31日(土)～11月3日(火)／きゅりあん (JR大井町駅前) 、東京 

2. 大会形式：7R スイス、持ち時間90分+30秒/手、NCS、FIDE公式戦 

3. 大会日程： 

日にち 曜 時刻 日程 

10/31 土 10:00 開場 

  10:30 集合 

  10:45 1 ラウンド 

  15:30 2 ラウンド 

11/1 日 10:00 3 ラウンド 

  15:00 4 ラウンド 

11/2 月 10:00 5 ラウンド 

  15:00 6 ラウンド 

11/3 火 10:00 7 ラウンド 

  15:00 表彰 

※恒例のパーティーは中止 

4. 参加資格：　大会期間中NCS年会員であり全日本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、入賞できるが、日本チェスチャンピオンの称号は日

本チェス国籍の選手のみである） 

5. 参加費：20,000円 



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

申込〆切：10月23日 (金) 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：27日 (火) 12:00まで 

7. 賞：上位1位から5位まで表彰。1位には楯 

1位-50,000円、2位-30,000円、3位-10,000円、4位-5,000円、5位-5,000円 

女子、ジュニア（U18）、シニア（O50）の各1位表彰 

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 

8. 選手選考について： 

(1)　チェスオリンピアード日本代表は（現日本代表以外）上位3名に与えられる。繰

り下がりあり。「2020年度ロシアチェスオリンピアード選考」を参照 

(2)　大会の上位10名は次の全日本選手権シードを得る。繰り下がりなし 

(3)　大会の女子、ジュニア（18歳未満）、シニア（51歳以上）の上位各1名は次の

全日本選手権シードを得る。繰り下がりなし 

(4)　現オリンピアード代表は全日本選手権シードを得る。 

(5)　上記(2)～(4) の規約は今年だけに限る。重なった場合でも繰り下がりなし。 

9. 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（最低得点の対戦相手を除く全ての対戦相手のポイント合計） 

(3) Buchholz （全対戦相手のポイント合計） 

(4) Sonneborn-Berger （勝った相手のポイントとドローだった相手の半分のポイン

トの合計） 

(5) Sum of the ratings of the opponents （対戦相手のレーティングの合計）  

(6) くじ 

10.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。レーティングの変動はない 

11.  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２ラウンド以上あるプレーヤーは入賞、全日

本選手権シード権取得できないし、オリンピアード日本代表選考からはずす。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

とする 

12.  クロック、チェスセット、棋譜用紙は主催者で用意したものを使用すること 

13.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

果を確認すること 
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14.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、試合中身につけてはい

けない。試合中に会場の外の所持できないし、携帯電話などが入ったカバンの持ち

出しも禁止する。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。電源が切れていてもポケットに入っていた、など所持していた場合も含む。許

可された見学者、及びすでに試合を終えたプレーヤーに対しても会場内での携帯電

話などの使用を禁止する 

15.試合開始から10分間、許可された見学者に携帯電話での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する。ただし、特別な許可を受

けた場合は別とする。 

16.大会の前に許可がない見学者は会場内の立ち入りを禁止する。大会前に必ずNCSと
連絡をとること 

17. COVID-19ガイドラインを遵守すること 

18.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

は違反行為であり、2回目は負けとなる。時計の押し間違い、両手使用等も違反行為

である。スタート順位を決める基準の優先順位は、FIDE rating、NCS rating、氏名

ABC順とする 

19.  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。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。 

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 

COVID-19ガイドライン 
（1） 会場内でマスクかフェイスカバーをきちんと着用すること 

（2） 握手禁止 

（3） 大会で局後の検討はしないこと、行う場合は各自の責任で行うこと 

（4） 会場に入る際には毎回手指の消毒をすること 

（5） 発熱、体調不良があるときはスタッフに連絡し、会場からただちに出ること 

（6） 試合中の検温要請には従い、37.5℃以上の発熱があればすぐに退会とし、途

中の試合は不戦敗とする 

＊大会の参加者は以上のガイドラインを守ることに同意したとみなされる 

 



 

 

Regulations 

1. Dates/Venue: October 31-November 3 / “Kyurian” (Across from JR Oimachi Station), 

Tokyo. 

2. Time Control: 7R, Swiss. 90min+30sec/move, NCS and FIDE rated. 

3. Playing Schedule: 

Date Day Time Schedule 

10/31 Sat 10:00 The Venue Opens 

  10:30 Technical Meeting 

  10:45 Round 1 

  15:30 Round 2 

11/1 Sun 10:00 Round 3 

  15:00 Round 4 

11/2 Mon 10:00 Round 5 

  15:00 Round 6 

11/3 Tue 10:00 Round 7 

  15:00 Closing ceremony 

※The party after the tournament is cancelled this year. 

4. 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.) 

5. Entry fee: 20,000yen. 



6. Registration: “registration@japanchess.org” 

Registration Deadline: October 23, 20:00. 

Payment Deadline: October 27, 12:00. 

7. Prizes: 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. 

8. Qualifiers: 

(1) Top ３ players will be selected as official players for the 2020 Chess Olympiad 

which will be held next year. (Excluding already qualified players) *Refer to “2020 

Chess Olympiad Players Selection Criteria” on the website 

(2) Top 10 players will qualify for the next Japan Chess Championship.  

(3) Top female, Junior(U-18), and Senior(O-50) players (who have not been 

qualified) will qualify for the next Japan Chess Championship. 

(4) (2) and (3) are special regulations applied for this year only. 

9. 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. 

10. Default time is 30min. If any player is not present within half an hour after the game 

started, s/he shall lose the game by default. The game is not rated. 

11. 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 1 pre-requested byes, 

the player will not qualify for prizes, nor qualify for Japan Chess Championship, and 

nor the Olympiad Selection. Pairing-allocated bye will be 1 point. 

12. The organizer will provide chess equipment including clocks. 

13. 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. 

14. All electronic devices MUST 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 her/his game, the player loses the game. Any violation will 

result in a loss of game. This game is rated. Observers are also not allowed to use 

electronic devices in the playing room. 

15. Observers 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 

observers and they are not allowed to use them in the playing room. Exception for 

people with a special permission. 
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16. No observers are allowed inside the venue without permission. Contact NCS 
before the start of the event. 

17. The COVID-19 guidelines are to be followed for the safety of players and others. 

18. 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.)  

19. 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. 

20. 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. 

(Updated on 9/10)  

Organized by  National Chess Society of Japan 

 

COVID-19 Guidelines 

(1) Wear a mask or a face covering properly at all times. 

(2) No handshaking. 

(3) No analysis of games in the rooms. Do so at your own risk. 

(4) Use hand sanitizer every time you enter the venue. 

(5) If you do not feel well or feel feverish, let the organizers know right away and 

leave the venue immediately. 

(6) We may ask to take your temperature during the game. We will ask you to leave 

right away if the temperature is above 37.4℃. If this happens, the game is not rated 

and you lose by forfeit. 

*By registering for any event, you agree to the above rules and guidelines. 

 

 



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が、コロナウイルスの感染拡大により中止す

る可能性もあります。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)を前倒しして適用します。（2020年3月19日発表） 

About selection of Olympiad members 

NCS is still planning on hosting the Japan Chess Championship 2020. 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. (Published on March 19) 

 


