函館チェス大会 2017 開催要項 11 月版
2017.11.17

1 大会プロフィール





名
称：函館チェス大会２０１７
日
時：２０１７年１１月２５日（土）１３時 ～ ２６日（日）１８時
場
所：函館市亀田福祉センター（美原 1-26-12）第 1 会議室（下の地図参照）
大会形式：４０分＋３０秒累加、５ラウンド・スイス、ＪＣＡ公式戦



日






参加資格：ＪＣＡ会員（参加費 1,000 円、学生以下 500 円）事前エントリー制（しめきり 11 月 23 日）
連 絡 先： kamiyakumo@gmail.com 函館チェス・サークル宛までメールでお願いします。
ＴＤ審判：金城満寿美、主審：金城康弘、補助審判：渋谷快成、山田明弘
主
催：函館チェス・サークル（http://hakochess.ehoh.net/）

程：25 日: 開場 13:00, １Ｒ13:50, ２Ｒ 16:30 26 日, ３Ｒ 9:20, ４Ｒ12:10, ５Ｒ14:40, 閉場 18:00

2 函館チェス大会について





2006 年から数えて１２年続いた大会です。
今年が最後かもしれません。
ペアリングは Swiss-Manager、運営のレベ
ル、プレー環境も日本有数の大会です。
初心者も遠慮なく参加できる本格的チェス
大会で、全国から参加者募集中！
大会前後の送迎はホテルから無料！ 市内
の観光案内もご相談ください。

3 タイム・テーブル
１日目

係分担

２日目

敬称略

お昼から！

9:00

開場

１日目午後

木村

13:00

開場

9:10

集合

１日目夕方

高橋

13:30

集合

9:20

第３ラウンド

２日目午前

工藤(瑛)、勝又、山田

13:40

開会式

12:10

第４ラウンド

２日目午後

木村、高橋

13:50

第１ラウンド

14:40

第５ラウンド

写真

山田

16:20

記念撮影

17:30

閉会式・表彰

審判

金城(康)・山田・渋谷

16:30

第２ラウンド

18:00

終了・閉場

ＴＤ

金城(満)

19:30

閉場

送迎

お願いします！

※お帰りは空港、駅まで送迎！

4 大会ルール












事前エントリー制（教室の生徒以外）山田明弘あて（kamiyakumo@gmail.com）までメールをお願いします。
促進ルール：ゲーム開始から 120 分過ぎで審判が一時試合を止め継続意志を確認します。継続なら審判が 3 分の持ち時間
を両者に加え、1 手 2 秒累加のブリッツとして再開します。（棋譜をかく必要は両者ともありません）
キングは取れません。
イリーガル・ムーブ（反則手）はペナルティー（相手 2 分増）があります。2 回目で負けになります。
試合中にプレーヤーの携帯電話、電子機器が当事者の試合中に試合会場に持ち込まれたり使われたりした場合は、そのゲ
ームだけを負けとします。十分ご注意ください！
すべてＪＣＡ公式戦です。棋譜は（審判がとめるまで）書き続けてください。
何か事件があったときはすぐにクロックを止めて、審判を呼んでください。審判が FIDE の The Law Of Chess に沿って
裁定します。むずかしい裁定は複数で協議します。審判自身が関係する場合はその協議に参加できません。
タイブレーク：①ブッフホルツ、②ベルガー、③ダイス。ブッフホルツとは対戦相手の得点合計、ベルガーとは勝った対
戦相手の得点合計です。（つまり上位者と対戦した人ほどタイブレークが上）
事前申告不戦（バイ）と強制バイ 0.5 点、最終回のバイ 0 点。３Ｒ以上の不戦は入賞できません。
会場内での飲食、トイレ、観戦は自由です。写真は各ラウンド最初の 5 分まで自由です。
入賞：オープン（無差別）、Ａ、Ｂ、Ｃ各クラス１位～３位を入賞とします。クラスはシード順に並べたものを４等分し
て割り当てます。微妙な分割は審判団とＴＤで協議します。オープン入賞者はクラスから除外。地元優勝だけは重複あ
り。敢闘賞は審判団が決めます。なお、シード順はＪＣＡレイティング順で、1100 以下では函館レイティング順です。

5 留意事項







試合が終わったときはすぐに両者が棋譜をもって大会本部に結果報告をお願いします。
試合後の検討は検討室でおねがいします。（子どもたちはできるだけ検討しましょう）
試合会場は音が出ないようにご配慮ください。
函館市、北斗市以外の方へ。ＪＲ駅や空港から会場への移動、あるいはホテルからの移動は無料でサービスします。どう
か遠慮なくお問い合わせください。
大会の結果は Chess-Results にリアル・タイムで公開します。また、参加者も随時更新しています。
（http://www.chess-results.com/tnr301754.aspx?lan=22&wi=821&turdet=YES 函館のＨＰからリンク）
ネット上で氏名、写真、結果を公開します。公開されたくない場合は配慮しますので事前申告をお願いします。

6 ENGLISH BRIEF INFOMATION OF HAKODATE CHESS TOURNAMENT 2017















Welcome to our “Hakodate Chess tournament 2017”!
Date and Venue: 25/11 – 26/11 in Hakodate Kameda Center 1-26-12 Mihara-cho , Hakodate, Hokkaido.
5 round-Swiss, time-control is 40min with 30sec per move increment (Local Rule: No increment After 120 min!)
Writing score is needed. All games are JCA officially rated.
25/11: Open 13:00, 1Rd. 13:50, 2Rd. 16:30, 26/11, 3Rd. 9:20, 4Rd. 12:10, 5Rd. 14:40, Close 18:00 See Time-table.
Tie-break: (1) Direct encounter (2) Buchholz, (3) Sonneborn-Belgar, (4) Dice.
Entry Fee: 1,000 yen, 500 yen (students)
Prizes: Divided 4 class then each class has its 1st, 2nd, 3rd prize (trophy).
Winners in open section should not be decided by tie-breaks. (though trophies are delivered by tie-breaks above.)
Seed: using JCA rating, and Hakodate rating for below 1100JCA player, a novice or non-JCA player.
Mobile phones: During play, a player is forbidden to have a mobile phone and/or other electronic means of
communication in the playing venue. If it is evident that a player brought such a device into the playing venue, he shall
lose the game. (Quoted from FIDE “Laws of Chess”). Please give attention to your mobiles!
Basically, arbiters solve all problems according to “Laws of Chess”
Arbiters: Yasuhiro Kinjo(Chief), Shibuya Kaisei, Akihiro Yamada, TD: Masumi Kinjo
You can see the pairings and result of the tournament in “http://www.chess-results.com/”
Feel free to call me 080-6095-2718 or email me to “kamiyakumo@gmail.com” in English

