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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック FUJIYAMAの始まり

1998199819981998年年年年のののの頃頃頃頃だっただっただっただった。。。。日本日本日本日本ではサッカーでではサッカーでではサッカーでではサッカーで初初初初のワールドカップのワールドカップのワールドカップのワールドカップ出場出場出場出場をををを果果果果たしたフランスたしたフランスたしたフランスたしたフランスWWWW杯杯杯杯にににに熱狂熱狂熱狂熱狂しししし、、、、

当時流行当時流行当時流行当時流行りりりり始始始始めていたビリヤードめていたビリヤードめていたビリヤードめていたビリヤード場場場場ですらですらですらですら客足客足客足客足はまばらになっていたはまばらになっていたはまばらになっていたはまばらになっていた。。。。

このゲームをこのゲームをこのゲームをこのゲームを発案発案発案発案したしたしたした青年青年青年青年、、、、大瀧雅之大瀧雅之大瀧雅之大瀧雅之はそのビリヤードはそのビリヤードはそのビリヤードはそのビリヤード場場場場にいたにいたにいたにいた。。。。

WWWW杯杯杯杯のののの熱狂熱狂熱狂熱狂のののの中中中中、、、、彼彼彼彼はははは考考考考えていたえていたえていたえていた。。。。サッカーのサッカーのサッカーのサッカーの様様様様なななな高高高高いいいい戦略性戦略性戦略性戦略性・・・・戦術性戦術性戦術性戦術性にににに基基基基づくづくづくづく息詰息詰息詰息詰まるまるまるまる攻防攻防攻防攻防をををを、、、、WWWW杯杯杯杯のののの熱狂熱狂熱狂熱狂のののの中中中中、、、、彼彼彼彼はははは考考考考えていたえていたえていたえていた。。。。サッカーのサッカーのサッカーのサッカーの様様様様なななな高高高高いいいい戦略性戦略性戦略性戦略性・・・・戦術性戦術性戦術性戦術性にににに基基基基づくづくづくづく息詰息詰息詰息詰まるまるまるまる攻防攻防攻防攻防をををを、、、、

ビリヤードにおいてビリヤードにおいてビリヤードにおいてビリヤードにおいて再現再現再現再現できないものかとできないものかとできないものかとできないものかと。。。。そしてそしてそしてそして彼彼彼彼はははは試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤のののの末末末末にルールをまとめにルールをまとめにルールをまとめにルールをまとめ、、、、

友人友人友人友人とととと世界世界世界世界でででで初初初初めてのゲームをプレイしためてのゲームをプレイしためてのゲームをプレイしためてのゲームをプレイした。。。。これがこれがこれがこれが全全全全てのてのてのての始始始始まりだとまりだとまりだとまりだと伝伝伝伝えられているえられているえられているえられている。。。。

そのそのそのその後後後後、、、、面白面白面白面白さからプレイヤーはさからプレイヤーはさからプレイヤーはさからプレイヤーは一人一人一人一人またまたまたまた一人一人一人一人とととと増増増増ええええ、、、、更更更更なるなるなるなる高度高度高度高度なゲームなゲームなゲームなゲーム性性性性がががが追求追求追求追求されていったされていったされていったされていった。。。。

勝勝勝勝つためのつためのつためのつための様様様様々々々々なななな戦略戦略戦略戦略がががが開発開発開発開発されていくされていくされていくされていく中中中中でルールはでルールはでルールはでルールは洗練洗練洗練洗練されされされされ、、、、徐徐徐徐々々々々にににに進化進化進化進化していったしていったしていったしていった。。。。

そしてビリヤードのそしてビリヤードのそしてビリヤードのそしてビリヤードの歴史歴史歴史歴史にににに初初初初めてフォーメーションやめてフォーメーションやめてフォーメーションやめてフォーメーションや戦略戦略戦略戦略がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、明確明確明確明確にににに対人戦対人戦対人戦対人戦がががが意識意識意識意識されたされたされたされた。。。。

このこのこのこの当時当時当時当時からすでにからすでにからすでにからすでに、、、、このゲームのプレイヤーのこのゲームのプレイヤーのこのゲームのプレイヤーのこのゲームのプレイヤーの間間間間にはにはにはには、、、、あるあるあるある確信確信確信確信にににに近近近近いいいい予感予感予感予感があったというがあったというがあったというがあったという。。。。

それはこのゲームがそれはこのゲームがそれはこのゲームがそれはこのゲームが近近近近いいいい将来将来将来将来、、、、新時代新時代新時代新時代のポケットビリヤードののポケットビリヤードののポケットビリヤードののポケットビリヤードの主流主流主流主流になるだろうというものだったになるだろうというものだったになるだろうというものだったになるだろうというものだった。。。。

日本日本日本日本でででで生生生生まれたこのゲームはまれたこのゲームはまれたこのゲームはまれたこのゲームは、、、、いつしかいつしかいつしかいつしか頂点頂点頂点頂点をををを目指目指目指目指すプレイヤーのすプレイヤーのすプレイヤーのすプレイヤーの間間間間でででで「「「「FUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMA」」」」とととと呼呼呼呼ばれるようになりばれるようになりばれるようになりばれるようになり、、、、
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日本日本日本日本でででで生生生生まれたこのゲームはまれたこのゲームはまれたこのゲームはまれたこのゲームは、、、、いつしかいつしかいつしかいつしか頂点頂点頂点頂点をををを目指目指目指目指すプレイヤーのすプレイヤーのすプレイヤーのすプレイヤーの間間間間でででで「「「「FUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMA」」」」とととと呼呼呼呼ばれるようになりばれるようになりばれるようになりばれるようになり、、、、

世界世界世界世界でででで初初初初めてめてめてめて「「「「FUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMA」」」」がプレイされたがプレイされたがプレイされたがプレイされた、、、、東京東京東京東京はははは高田馬場高田馬場高田馬場高田馬場にあるにあるにあるにある山水山水山水山水ビリヤードビリヤードビリヤードビリヤード支店支店支店支店のののの

５５５５番番番番テーブルはテーブルはテーブルはテーブルは、「、「、「、「FUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAプレイヤープレイヤープレイヤープレイヤー」」」」にとってのにとってのにとってのにとっての聖地聖地聖地聖地とされているとされているとされているとされている。。。。



FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック はじめに

FUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAはシュートはシュートはシュートはシュート力力力力やポジションやポジションやポジションやポジション力力力力はははは当然当然当然当然のののの事事事事、、、、

はばはばはばはば広広広広いいいい知識知識知識知識やややや想像力想像力想像力想像力によってによってによってによって競競競競いいいい合合合合われるゲームであるわれるゲームであるわれるゲームであるわれるゲームである。。。。

テーブルテーブルテーブルテーブル全体全体全体全体においてにおいてにおいてにおいて繰繰繰繰りりりり広広広広げられるげられるげられるげられるテーブルテーブルテーブルテーブル全体全体全体全体においてにおいてにおいてにおいて繰繰繰繰りりりり広広広広げられるげられるげられるげられる

相互相互相互相互のののの駆駆駆駆けけけけ引引引引きからもたらされるダイナミックなきからもたらされるダイナミックなきからもたらされるダイナミックなきからもたらされるダイナミックな展開展開展開展開とととと、、、、

それをそれをそれをそれを制制制制したしたしたした勝利勝利勝利勝利のなんとのなんとのなんとのなんと爽快爽快爽快爽快なことかなことかなことかなことか！！！！

奇跡奇跡奇跡奇跡のようなのようなのようなのような一手一手一手一手にににに、、、、それをそれをそれをそれを観観観観ているているているている人人人人々々々々はははは、、、、

つまつまつまつま先先先先からからからから頭頭頭頭までまでまでまで痺痺痺痺れるほどのれるほどのれるほどのれるほどの興奮興奮興奮興奮をををを味味味味わうだろうわうだろうわうだろうわうだろう！！！！

私私私私ははははFUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAFUJIYAMAがががが全全全全てのてのてのての人人人人々々々々にににに深深深深いいいい満足感満足感満足感満足感をををを与与与与えうるものになるとえうるものになるとえうるものになるとえうるものになると

心心心心からからからから信信信信じてやまないのであるじてやまないのであるじてやまないのであるじてやまないのである。。。。

ビリヤードをビリヤードをビリヤードをビリヤードを愛愛愛愛するするするする全全全全てのてのてのての人人人人々々々々にこのゲームをにこのゲームをにこのゲームをにこのゲームを捧捧捧捧ぐ・・ぐ・・ぐ・・ぐ・・・・・・

大瀧雅之大瀧雅之大瀧雅之大瀧雅之
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック FUJIYAMA初期配置図

ローボールプレイヤーズエリア ハイボールプレイヤーズエリア

自分の持ち球７つを先にゴールすれば勝ち

手球は自陣内からスタート

パスボール（センタースポット）

ローボールプレイヤーが狙う
ゴールポケット
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック ゲームの概要

（（（（プレイプレイプレイプレイ人数人数人数人数））））

２２２２人人人人、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは２２２２チームですチームですチームですチームです

（（（（使用使用使用使用するボールするボールするボールするボール））））

使用使用使用使用するボールはするボールはするボールはするボールは手球手球手球手球およびおよびおよびおよび１５１５１５１５個個個個のののの的球的球的球的球ですですですです。。。。

通常通常通常通常のののの的球的球的球的球ではではではでは１１１１～～～～７７７７番番番番のローボールのローボールのローボールのローボール、、、、９９９９～～～～１５１５１５１５番番番番のハイボールとのハイボールとのハイボールとのハイボールと分分分分けけけけ、、、、グループボールグループボールグループボールグループボール とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。８８８８番番番番はははは パスボールパスボールパスボールパスボール とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

自分自分自分自分のののの側側側側のグループボールをのグループボールをのグループボールをのグループボールを マイボールマイボールマイボールマイボール とととと呼呼呼呼びびびび、、、、相手相手相手相手のののの側側側側のグループボールをのグループボールをのグループボールをのグループボールを エネミーボールエネミーボールエネミーボールエネミーボール とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。自分自分自分自分のののの側側側側のグループボールをのグループボールをのグループボールをのグループボールを マイボールマイボールマイボールマイボール とととと呼呼呼呼びびびび、、、、相手相手相手相手のののの側側側側のグループボールをのグループボールをのグループボールをのグループボールを エネミーボールエネミーボールエネミーボールエネミーボール とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

（（（（陣地陣地陣地陣地））））

グループボールをグループボールをグループボールをグループボールを初期配置初期配置初期配置初期配置するするするする、、、、短短短短クッションからクッションからクッションからクッションから２２２２ポイントエリアポイントエリアポイントエリアポイントエリア内内内内をををを 陣地陣地陣地陣地 とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

自分自分自分自分のののの側側側側のグループボールをのグループボールをのグループボールをのグループボールを 自陣自陣自陣自陣 とととと呼呼呼呼びびびび、、、、相手相手相手相手のののの側側側側のグループボールをのグループボールをのグループボールをのグループボールを 敵陣敵陣敵陣敵陣 とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

（（（（初期配置初期配置初期配置初期配置））））

グループボールをそれぞれグループボールをそれぞれグループボールをそれぞれグループボールをそれぞれ陣地内陣地内陣地内陣地内ののののポイントポイントポイントポイント横横横横にクッションタッチにクッションタッチにクッションタッチにクッションタッチのののの状態状態状態状態でセットしますでセットしますでセットしますでセットします。。。。このこのこのこの場所場所場所場所をををを 初期位置初期位置初期位置初期位置スポットスポットスポットスポット とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

パスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポット上上上上にセットしますにセットしますにセットしますにセットします。（。（。（。（初期配置図参照初期配置図参照初期配置図参照初期配置図参照））））

（（（（先攻先攻先攻先攻・・・・後攻後攻後攻後攻、、、、およびおよびおよびおよび陣地陣地陣地陣地（（（（ローボール・ハイボールローボール・ハイボールローボール・ハイボールローボール・ハイボール））））のののの決定決定決定決定））））

コイントスコイントスコイントスコイントスによりによりによりにより決定決定決定決定しますしますしますします。。。。コイントスでコイントスでコイントスでコイントスで勝勝勝勝ったったったった側側側側がががが、、、、先攻先攻先攻先攻もしくはもしくはもしくはもしくは陣地陣地陣地陣地のどちらかのどちらかのどちらかのどちらか１１１１つをつをつをつを選択選択選択選択できますできますできますできます。。。。

例例例例えばコイントスでえばコイントスでえばコイントスでえばコイントスで勝勝勝勝ったったったった側側側側がががが先攻先攻先攻先攻をををを選択選択選択選択したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、コイントスでコイントスでコイントスでコイントスで負負負負けたけたけたけた側側側側がががが好好好好きなきなきなきな陣地陣地陣地陣地をををを選選選選ぶことができますぶことができますぶことができますぶことができます。。。。例例例例えばコイントスでえばコイントスでえばコイントスでえばコイントスで勝勝勝勝ったったったった側側側側がががが先攻先攻先攻先攻をををを選択選択選択選択したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、コイントスでコイントスでコイントスでコイントスで負負負負けたけたけたけた側側側側がががが好好好好きなきなきなきな陣地陣地陣地陣地をををを選選選選ぶことができますぶことができますぶことができますぶことができます。。。。

前後半制前後半制前後半制前後半制のののの場合場合場合場合はははは、、、、後半後半後半後半のゲームのゲームのゲームのゲーム開始時開始時開始時開始時にににに、、、、先攻先攻先攻先攻とととと陣地陣地陣地陣地のののの選択権利選択権利選択権利選択権利がががが逆逆逆逆になりますになりますになりますになります。。。。

（（（（ゲームのゲームのゲームのゲームの開始開始開始開始））））

先攻先攻先攻先攻プレイヤーはプレイヤーはプレイヤーはプレイヤーは自陣自陣自陣自陣のエリアのエリアのエリアのエリア内内内内においてにおいてにおいてにおいて、、、、手球手球手球手球がフリーボールのがフリーボールのがフリーボールのがフリーボールの状態状態状態状態からからからから開始開始開始開始しますしますしますします。。。。これをこれをこれをこれを 自陣自陣自陣自陣スタートスタートスタートスタート とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

オープニングショットはオープニングショットはオープニングショットはオープニングショットは必必必必ずパスボールをずパスボールをずパスボールをずパスボールを狙狙狙狙ううううことになりますことになりますことになりますことになります。。。。

（（（（勝利条件勝利条件勝利条件勝利条件））））

マイボールをマイボールをマイボールをマイボールを敵陣内敵陣内敵陣内敵陣内のののの２２２２つのコーナーポケットにつのコーナーポケットにつのコーナーポケットにつのコーナーポケットに全全全全てポケットしたてポケットしたてポケットしたてポケットした時点時点時点時点でででで勝利勝利勝利勝利となりますとなりますとなりますとなります。。。。
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第１１１１条条条条 ファーストタッチファーストタッチファーストタッチファーストタッチ

ショットショットショットショット時時時時にににに一番最初一番最初一番最初一番最初にににに球球球球にににに当当当当たることをたることをたることをたることを ファーストタッチファーストタッチファーストタッチファーストタッチ とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ

ファーストタッチをしてファーストタッチをしてファーストタッチをしてファーストタッチをして良良良良いいいい球球球球はははは、、、、マイボールとパスボールのみとするマイボールとパスボールのみとするマイボールとパスボールのみとするマイボールとパスボールのみとする

（（（（解説解説解説解説））））（（（（解説解説解説解説））））

もしもしもしもし貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側をををを選択選択選択選択したしたしたした場合場合場合場合、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる場合場合場合場合でもファーストタッチできるのはローボールとパスボールのみですでもファーストタッチできるのはローボールとパスボールのみですでもファーストタッチできるのはローボールとパスボールのみですでもファーストタッチできるのはローボールとパスボールのみです。。。。

誤誤誤誤ってハイボールとファーストタッチしてしまうとファウルとなりますってハイボールとファーストタッチしてしまうとファウルとなりますってハイボールとファーストタッチしてしまうとファウルとなりますってハイボールとファーストタッチしてしまうとファウルとなります。。。。

間接的間接的間接的間接的にハイボールににハイボールににハイボールににハイボールに当当当当てるのであればファウルとはなりませんてるのであればファウルとはなりませんてるのであればファウルとはなりませんてるのであればファウルとはなりません。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

ローボールがローボールがローボールがローボールが

ファーストタッチファーストタッチファーストタッチファーストタッチ

→ ＯＫＯＫＯＫＯＫ

パスボールがパスボールがパスボールがパスボールが

ファーストタッチファーストタッチファーストタッチファーストタッチ

→ ＯＫＯＫＯＫＯＫ

ハイボールがハイボールがハイボールがハイボールが

ファーストタッチファーストタッチファーストタッチファーストタッチ

→ ＮＧＮＧＮＧＮＧ

ローボールローボールローボールローボールがファーストタッチでがファーストタッチでがファーストタッチでがファーストタッチで

ハイボールをコンビネーションハイボールをコンビネーションハイボールをコンビネーションハイボールをコンビネーション

→ ＯＫＯＫＯＫＯＫ

ローボールローボールローボールローボールがファーストタッチでがファーストタッチでがファーストタッチでがファーストタッチで

ハイボールにキャノンショットハイボールにキャノンショットハイボールにキャノンショットハイボールにキャノンショット

→ ＯＫＯＫＯＫＯＫ
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第２２２２条条条条 ゴールゴールゴールゴール

敵陣敵陣敵陣敵陣にあるにあるにあるにある２２２２つのゴールポケットにマイボールをつのゴールポケットにマイボールをつのゴールポケットにマイボールをつのゴールポケットにマイボールを落落落落とすことをとすことをとすことをとすことを ゴールゴールゴールゴール とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ

（（（（解説解説解説解説））））

貴方貴方貴方貴方がががが目指目指目指目指すべきポケットはすべきポケットはすべきポケットはすべきポケットは敵陣敵陣敵陣敵陣にあるにあるにあるにある２２２２つのコーナーポケットのみですつのコーナーポケットのみですつのコーナーポケットのみですつのコーナーポケットのみです。。。。これをこれをこれをこれを ゴールポケットゴールポケットゴールポケットゴールポケット とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。貴方貴方貴方貴方がががが目指目指目指目指すべきポケットはすべきポケットはすべきポケットはすべきポケットは敵陣敵陣敵陣敵陣にあるにあるにあるにある２２２２つのコーナーポケットのみですつのコーナーポケットのみですつのコーナーポケットのみですつのコーナーポケットのみです。。。。これをこれをこれをこれを ゴールポケットゴールポケットゴールポケットゴールポケット とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

ゴールポケットにマイボールをポケットしたゴールポケットにマイボールをポケットしたゴールポケットにマイボールをポケットしたゴールポケットにマイボールをポケットした場合場合場合場合、、、、それがファウルやスクラッチそれがファウルやスクラッチそれがファウルやスクラッチそれがファウルやスクラッチ等等等等とととと同時同時同時同時でなければでなければでなければでなければ

有効有効有効有効なゴールとしてなゴールとしてなゴールとしてなゴールとして認認認認められますめられますめられますめられます。。。。有効有効有効有効にゴールされたボールはにゴールされたボールはにゴールされたボールはにゴールされたボールは二度二度二度二度とテーブルとテーブルとテーブルとテーブル上上上上にににに戻戻戻戻ることはありませんることはありませんることはありませんることはありません。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

ローボールプレイヤーズエリア
（自陣）

ローボール側の狙うゴールポケット
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第３３３３条条条条 ミスポケットミスポケットミスポケットミスポケット

ゴールポケットゴールポケットゴールポケットゴールポケット以外以外以外以外のののの４４４４つのポケットにマイボールをつのポケットにマイボールをつのポケットにマイボールをつのポケットにマイボールを落落落落とすことをとすことをとすことをとすことを ミスポケットミスポケットミスポケットミスポケット とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ

ミスポケットされたボールはミスポケットされたボールはミスポケットされたボールはミスポケットされたボールは初期位置初期位置初期位置初期位置スポットにスポットにスポットにスポットに再配置再配置再配置再配置されるされるされるされる

（（（（解説解説解説解説））））（（（（解説解説解説解説））））

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき２２２２つのゴールポケットつのゴールポケットつのゴールポケットつのゴールポケット以外以外以外以外のののの４４４４つのポケットにマイボールをつのポケットにマイボールをつのポケットにマイボールをつのポケットにマイボールを落落落落としてもゴールとしてとしてもゴールとしてとしてもゴールとしてとしてもゴールとして認認認認められませんめられませんめられませんめられません。。。。

それらはそれらはそれらはそれらは全全全全てミスポケットとしててミスポケットとしててミスポケットとしててミスポケットとして扱扱扱扱われますわれますわれますわれます。。。。ミスポケットされたマイボールはリプレイスされますミスポケットされたマイボールはリプレイスされますミスポケットされたマイボールはリプレイスされますミスポケットされたマイボールはリプレイスされます。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

ローボールプレイヤーズエリア
（自陣）

ミスポケット
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第４４４４条条条条 オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール １１１１項項項項 オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール

相手相手相手相手のグループポールをポケットにのグループポールをポケットにのグループポールをポケットにのグループポールをポケットに落落落落とすことをとすことをとすことをとすことを オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ

オウンゴールはオウンゴールはオウンゴールはオウンゴールは相手相手相手相手のゴールとしてのゴールとしてのゴールとしてのゴールとして扱扱扱扱われるわれるわれるわれる

（（（（解説解説解説解説））））（（（（解説解説解説解説））））

コンビ・キャノン・バンクなどコンビ・キャノン・バンクなどコンビ・キャノン・バンクなどコンビ・キャノン・バンクなど経路経路経路経路にににに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、 ６６６６つのポケットつのポケットつのポケットつのポケット全全全全てにてにてにてに対対対対してしてしてして、、、、エネミーボールをエネミーボールをエネミーボールをエネミーボールを落落落落としてはいけませんとしてはいけませんとしてはいけませんとしてはいけません。。。。

もしもしもしもし誤誤誤誤ってポケットしてしまったってポケットしてしまったってポケットしてしまったってポケットしてしまった場合場合場合場合、、、、それらはオウンゴールとしてそれらはオウンゴールとしてそれらはオウンゴールとしてそれらはオウンゴールとして相手相手相手相手のゴールとなりますのゴールとなりますのゴールとなりますのゴールとなります。。。。

またまたまたまた、、、、エネミーボールがエネミーボールがエネミーボールがエネミーボールが場外場外場外場外にににに飛飛飛飛びびびび出出出出してしまったしてしまったしてしまったしてしまった場合場合場合場合もももも、、、、そのボールはオウンゴールとなりますそのボールはオウンゴールとなりますそのボールはオウンゴールとなりますそのボールはオウンゴールとなります。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

ローボールからコンビネーションローボールからコンビネーションローボールからコンビネーションローボールからコンビネーション
でハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケット

→ オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール

ローボールからキャノンショットローボールからキャノンショットローボールからキャノンショットローボールからキャノンショット
でハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケット

→ オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール

ローボールからキャノンショットでローボールからキャノンショットでローボールからキャノンショットでローボールからキャノンショットで、、、、
ハイボールがハイボールがハイボールがハイボールが場外場外場外場外にににに飛飛飛飛びびびび出出出出しししし

→ オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第４４４４条条条条 オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール ２２２２項項項項 オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール優先優先優先優先のののの原則原則原則原則

オウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールが同時同時同時同時にににに行行行行われたわれたわれたわれた場合場合場合場合、、、、優先優先優先優先されるのはオウンゴールであるされるのはオウンゴールであるされるのはオウンゴールであるされるのはオウンゴールである

（（（（解説解説解説解説））））

オウンゴールはファールではありませんオウンゴールはファールではありませんオウンゴールはファールではありませんオウンゴールはファールではありません。。。。従従従従ってってってって、、、、オウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールが同時同時同時同時にににに行行行行われてもわれてもわれてもわれても通常通常通常通常はプレイをはプレイをはプレイをはプレイを継続継続継続継続できますできますできますできます。。。。オウンゴールはファールではありませんオウンゴールはファールではありませんオウンゴールはファールではありませんオウンゴールはファールではありません。。。。従従従従ってってってって、、、、オウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールがオウンゴールとゴールが同時同時同時同時にににに行行行行われてもわれてもわれてもわれても通常通常通常通常はプレイをはプレイをはプレイをはプレイを継続継続継続継続できますできますできますできます。。。。

しかししかししかししかし、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの持持持持ちちちち球球球球がががが残残残残りりりり１１１１球球球球ずつのずつのずつのずつの場合場合場合場合などゲームセットのなどゲームセットのなどゲームセットのなどゲームセットの瞬間瞬間瞬間瞬間にそれがにそれがにそれがにそれが同時同時同時同時にににに行行行行われたわれたわれたわれた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

オウンゴールがオウンゴールがオウンゴールがオウンゴールが優先優先優先優先されオウンゴールをされオウンゴールをされオウンゴールをされオウンゴールを犯犯犯犯したプレイヤーのしたプレイヤーのしたプレイヤーのしたプレイヤーの負負負負けとなりますけとなりますけとなりますけとなります。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

通常通常通常通常

ゴールもオウンゴールもゴールもオウンゴールもゴールもオウンゴールもゴールもオウンゴールも両方成立両方成立両方成立両方成立してプレイしてプレイしてプレイしてプレイ継続継続継続継続

ローボールをゴールしたがローボールをゴールしたがローボールをゴールしたがローボールをゴールしたが、、、、

ハイボールもオウンゴールしたハイボールもオウンゴールしたハイボールもオウンゴールしたハイボールもオウンゴールした場合場合場合場合

おおおお互互互互いにゲームボールだったいにゲームボールだったいにゲームボールだったいにゲームボールだった場合場合場合場合

オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール優先優先優先優先でショットしたプレイヤーのでショットしたプレイヤーのでショットしたプレイヤーのでショットしたプレイヤーの負負負負けけけけ
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第５５５５条条条条 パスボールパスボールパスボールパスボール １１１１項項項項 パスショットパスショットパスショットパスショット

パスボールにファーストタッチするショットをパスボールにファーストタッチするショットをパスボールにファーストタッチするショットをパスボールにファーストタッチするショットを パスショットパスショットパスショットパスショット とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ

パスショットはパスショットはパスショットはパスショットは、、、、どのボールをどこのポケットにどのボールをどこのポケットにどのボールをどこのポケットにどのボールをどこのポケットに落落落落としてもプレイをとしてもプレイをとしてもプレイをとしてもプレイを継続継続継続継続できるできるできるできる （（（（ただしファウルやスクラッチとただしファウルやスクラッチとただしファウルやスクラッチとただしファウルやスクラッチと同時同時同時同時でないでないでないでない場合場合場合場合））））

（（（（解説解説解説解説））））（（（（解説解説解説解説））））

パスボールがファーストタッチであるパスボールがファーストタッチであるパスボールがファーストタッチであるパスボールがファーストタッチである場合場合場合場合、、、、ファウルやスクラッチとファウルやスクラッチとファウルやスクラッチとファウルやスクラッチと同時同時同時同時でなければでなければでなければでなければ、、、、

パスボールはもちろんマイボールやエネミーボールのどれかパスボールはもちろんマイボールやエネミーボールのどれかパスボールはもちろんマイボールやエネミーボールのどれかパスボールはもちろんマイボールやエネミーボールのどれか１１１１つでもポケットされればつでもポケットされればつでもポケットされればつでもポケットされれば貴方貴方貴方貴方はプレイをはプレイをはプレイをはプレイを継続継続継続継続できますできますできますできます。。。。

但但但但しししし、、、、間接的間接的間接的間接的にパスボールににパスボールににパスボールににパスボールに当当当当ててもててもててもてても上記上記上記上記のののの効力効力効力効力はははは得得得得られませんられませんられませんられません。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを直接直接直接直接ポケットポケットポケットポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続

パスショットでローボールパスショットでローボールパスショットでローボールパスショットでローボール
をポケットをポケットをポケットをポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続

（（（（ゴールのゴールのゴールのゴールの場合場合場合場合はははは通常通常通常通常のののの
ゴールとしてゴールとしてゴールとしてゴールとして扱扱扱扱われますわれますわれますわれます））））

パスショットでハイボールパスショットでハイボールパスショットでハイボールパスショットでハイボールをををを
ポケットポケットポケットポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続

（（（（オウンゴールになりませんオウンゴールになりませんオウンゴールになりませんオウンゴールになりません））））

ローボールにファーストタッローボールにファーストタッローボールにファーストタッローボールにファーストタッ
チしてパスボールチしてパスボールチしてパスボールチしてパスボールをポケットをポケットをポケットをポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続できないできないできないできない

（（（（ファウルではありませんファウルではありませんファウルではありませんファウルではありません））））
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第５５５５条条条条 パスボールパスボールパスボールパスボール ２２２２項項項項 オウンゴールのオウンゴールのオウンゴールのオウンゴールの例外例外例外例外

パスショットでエネミーボールをポケットしたパスショットでエネミーボールをポケットしたパスショットでエネミーボールをポケットしたパスショットでエネミーボールをポケットした場合場合場合場合、、、、

それがファウルやスクラッチとそれがファウルやスクラッチとそれがファウルやスクラッチとそれがファウルやスクラッチと同時同時同時同時でででで無無無無ければオウンゴールにはならないければオウンゴールにはならないければオウンゴールにはならないければオウンゴールにはならない

（（（（解説解説解説解説））））（（（（解説解説解説解説））））

通常通常通常通常はエネミーボールをポケットするとオウンゴールとなりますがはエネミーボールをポケットするとオウンゴールとなりますがはエネミーボールをポケットするとオウンゴールとなりますがはエネミーボールをポケットするとオウンゴールとなりますが、、、、

パスショットのパスショットのパスショットのパスショットの場合場合場合場合、、、、コンビ・キャノン・キスなどいかなるコンビ・キャノン・キスなどいかなるコンビ・キャノン・キスなどいかなるコンビ・キャノン・キスなどいかなる経路経路経路経路であろうとであろうとであろうとであろうと、、、、エネミーボールをエネミーボールをエネミーボールをエネミーボールを落落落落としてもオウンゴールにはなりませんとしてもオウンゴールにはなりませんとしてもオウンゴールにはなりませんとしてもオウンゴールにはなりません。。。。

但但但但しししし、、、、それがファウルやスクラッチとそれがファウルやスクラッチとそれがファウルやスクラッチとそれがファウルやスクラッチと同時同時同時同時であったであったであったであった場合場合場合場合にはにはにはには通常通常通常通常のオウンゴールとしてのオウンゴールとしてのオウンゴールとしてのオウンゴールとして扱扱扱扱われますわれますわれますわれます。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

パスボールからコンビネーションパスボールからコンビネーションパスボールからコンビネーションパスボールからコンビネーション
でハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケット

→ オウンゴールになりませんオウンゴールになりませんオウンゴールになりませんオウンゴールになりません
リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス

パスボールからキャノンショットパスボールからキャノンショットパスボールからキャノンショットパスボールからキャノンショット
でハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケットでハイボールがポケット

→ オウンゴールになりませんオウンゴールになりませんオウンゴールになりませんオウンゴールになりません
リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス

パスボールからコンビネーションパスボールからコンビネーションパスボールからコンビネーションパスボールからコンビネーション
でハイボールがポケットするがでハイボールがポケットするがでハイボールがポケットするがでハイボールがポケットするが、、、、
同時同時同時同時にににに手球手球手球手球がスクラッチがスクラッチがスクラッチがスクラッチ

→ オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第５５５５条条条条 パスボールパスボールパスボールパスボール ３３３３項項項項 パスショットのパスショットのパスショットのパスショットの使用制限使用制限使用制限使用制限

同一同一同一同一ターンターンターンターン内内内内においてにおいてにおいてにおいて、、、、パスショットをパスショットをパスショットをパスショットを２２２２回連続回連続回連続回連続でででで使用使用使用使用してはならないしてはならないしてはならないしてはならない

（（（（解説解説解説解説））））

パスショットはパスショットはパスショットはパスショットは２２２２回連続回連続回連続回連続でででで使使使使うことができませんうことができませんうことができませんうことができません。。。。パスショットはパスショットはパスショットはパスショットは２２２２回連続回連続回連続回連続でででで使使使使うことができませんうことができませんうことができませんうことができません。。。。

ターンがターンがターンがターンが変変変変わればわればわればわれば、、、、次次次次のパスショットはのパスショットはのパスショットはのパスショットは１１１１回目回目回目回目としてカウントされますとしてカウントされますとしてカウントされますとしてカウントされます。。。。

例例例例えばえばえばえば、、、、最初最初最初最初のショットでのショットでのショットでのショットで貴方貴方貴方貴方がパスショットをがパスショットをがパスショットをがパスショットを使使使使ってプレイをってプレイをってプレイをってプレイを継続継続継続継続したしたしたした場合場合場合場合、、、、次次次次にににに狙狙狙狙えるのはマイボールのみですえるのはマイボールのみですえるのはマイボールのみですえるのはマイボールのみです。。。。

但但但但しししし、、、、間接的間接的間接的間接的にににに当当当当てるのであればてるのであればてるのであればてるのであれば上記上記上記上記のののの制約制約制約制約はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

１１１１．．．．パスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケット

２２２２．．．．ローボールをゴールローボールをゴールローボールをゴールローボールをゴール

３３３３．．．．もうもうもうもう一度一度一度一度パスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケット

→ ＯＫ（ＯＫ（ＯＫ（ＯＫ（プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続））））

１１１１ ２２２２ ３３３３ １１１１ ２２２２

１１１１．．．．パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを使使使使ってローボールをポケットってローボールをポケットってローボールをポケットってローボールをポケット

２２２２．．．．パスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケット

→ ファウルファウルファウルファウル（（（（間接間接間接間接フリーキックフリーキックフリーキックフリーキック））））

１１１１ ２２２２

１１１１．．．．パスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケットパスボールをポケット

２２２２．．．．ローボールをローボールをローボールをローボールを使使使使ってパスボールをポケットってパスボールをポケットってパスボールをポケットってパスボールをポケット

→ ファウルではないがファウルではないがファウルではないがファウルではないが、、、、プレイはプレイはプレイはプレイは交代交代交代交代
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第５５５５条条条条 パスボールパスボールパスボールパスボール ４４４４項項項項 パスボールのリプレイスパスボールのリプレイスパスボールのリプレイスパスボールのリプレイス

①①①① パスボールはポケットされるとパスボールはポケットされるとパスボールはポケットされるとパスボールはポケットされると直直直直ちにセンタースポットにちにセンタースポットにちにセンタースポットにちにセンタースポットに上上上上げられるげられるげられるげられる

つまりつまりつまりつまり、、、、ゲームをゲームをゲームをゲームを通通通通じてパスボールがじてパスボールがじてパスボールがじてパスボールが台上台上台上台上にににに無無無無いいいい状態状態状態状態はははは存在存在存在存在しないしないしないしない

②②②② 上記上記上記上記のののの場合場合場合場合にににに他他他他のののの球球球球がががが邪魔邪魔邪魔邪魔してセンタースポットにしてセンタースポットにしてセンタースポットにしてセンタースポットに置置置置けないけないけないけない時時時時はははは②②②② 上記上記上記上記のののの場合場合場合場合にににに他他他他のののの球球球球がががが邪魔邪魔邪魔邪魔してセンタースポットにしてセンタースポットにしてセンタースポットにしてセンタースポットに置置置置けないけないけないけない時時時時はははは

フットスポットフットスポットフットスポットフットスポット －－－－センタースポットセンタースポットセンタースポットセンタースポット －－－－ヘッドスポットをヘッドスポットをヘッドスポットをヘッドスポットを結結結結ぶぶぶぶ線上線上線上線上でなおかつでなおかつでなおかつでなおかつ邪魔邪魔邪魔邪魔しているしているしているしている球球球球にににに対対対対してタッチするしてタッチするしてタッチするしてタッチする形形形形でリプレイスするでリプレイスするでリプレイスするでリプレイスする。。。。

ヘッドスポットヘッドスポットヘッドスポットヘッドスポット側側側側にににに置置置置くかフットスポットくかフットスポットくかフットスポットくかフットスポット側側側側にににに置置置置くかはくかはくかはくかは次次次次にショットするプレイヤーがにショットするプレイヤーがにショットするプレイヤーがにショットするプレイヤーが選択選択選択選択するするするする。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞

他他他他のののの球球球球がががが邪魔邪魔邪魔邪魔してパスボールをしてパスボールをしてパスボールをしてパスボールを置置置置けないけないけないけない場合場合場合場合 ヘッドヘッドヘッドヘッド、、、、フットどちらフットどちらフットどちらフットどちら側側側側にににに置置置置くかくかくかくか選択選択選択選択できるできるできるできるポケットされるとポケットされるとポケットされるとポケットされると必必必必ずセンターにずセンターにずセンターにずセンターに戻戻戻戻るるるる
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第６６６６条条条条 プレイのプレイのプレイのプレイの継続継続継続継続

プレイをプレイをプレイをプレイを継続継続継続継続できるのはゴールできるのはゴールできるのはゴールできるのはゴール（（（（第第第第２２２２条条条条））））とととと、、、、パスショットでいずれかのパスショットでいずれかのパスショットでいずれかのパスショットでいずれかの球球球球をポケットしたをポケットしたをポケットしたをポケットした場合場合場合場合（（（（第第第第５５５５条条条条 １１１１項項項項））））のみのみのみのみ

（（（（解説解説解説解説））））

貴方貴方貴方貴方がプレイをがプレイをがプレイをがプレイを継続継続継続継続できるのはできるのはできるのはできるのは、、、、ゴールをゴールをゴールをゴールを決決決決めためためためた場合場合場合場合とととと、、、、パスショットでいずれかのパスショットでいずれかのパスショットでいずれかのパスショットでいずれかの球球球球をポケットしたをポケットしたをポケットしたをポケットした場合場合場合場合にににに限限限限られますられますられますられます。。。。貴方貴方貴方貴方がプレイをがプレイをがプレイをがプレイを継続継続継続継続できるのはできるのはできるのはできるのは、、、、ゴールをゴールをゴールをゴールを決決決決めためためためた場合場合場合場合とととと、、、、パスショットでいずれかのパスショットでいずれかのパスショットでいずれかのパスショットでいずれかの球球球球をポケットしたをポケットしたをポケットしたをポケットした場合場合場合場合にににに限限限限られますられますられますられます。。。。

それそれそれそれ以外以外以外以外のケースにおいてはのケースにおいてはのケースにおいてはのケースにおいては貴方貴方貴方貴方はプレイをはプレイをはプレイをはプレイを継続継続継続継続することはすることはすることはすることは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

？

パスショットでパスショットでパスショットでパスショットで何何何何かをかをかをかをポケットポケットポケットポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続

ローボールにファーストタッチローボールにファーストタッチローボールにファーストタッチローボールにファーストタッチ
してパスボールしてパスボールしてパスボールしてパスボールをポケットをポケットをポケットをポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続できないできないできないできない

（（（（ファウルではありませんファウルではありませんファウルではありませんファウルではありません））））

ローボールをゴールにポケットローボールをゴールにポケットローボールをゴールにポケットローボールをゴールにポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続

ローボールをミスポケットローボールをミスポケットローボールをミスポケットローボールをミスポケット

→プレイプレイプレイプレイ継続継続継続継続できないできないできないできない

（（（（ファウルではありませんファウルではありませんファウルではありませんファウルではありません））））
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第７７７７条条条条 リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス １１１１項項項項 リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス

パスショットやミスポケットパスショットやミスポケットパスショットやミスポケットパスショットやミスポケット、、、、ファウルなどのファウルなどのファウルなどのファウルなどの理由理由理由理由からからからから、、、、球球球球をテーブルをテーブルをテーブルをテーブル上上上上にににに再配置再配置再配置再配置することをすることをすることをすることを リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ

リプレイスのリプレイスのリプレイスのリプレイスの場所場所場所場所をををを選選選選ぶぶぶぶ権利権利権利権利はははは、、、、すべてすべてすべてすべて次次次次にショットするプレイヤーににショットするプレイヤーににショットするプレイヤーににショットするプレイヤーに与与与与えられるえられるえられるえられる

（（（（解説解説解説解説））））

①①①① パスボールがポケットパスボールがポケットパスボールがポケットパスボールがポケット ＝＞＝＞＝＞＝＞ センタースポットへセンタースポットへセンタースポットへセンタースポットへ

②②②② 間接間接間接間接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの場合場合場合場合のパスボールのパスボールのパスボールのパスボール ＝＞＝＞＝＞＝＞ 現状現状現状現状かかかか、、、、センタースポットかセンタースポットかセンタースポットかセンタースポットか、、、、敵陣側敵陣側敵陣側敵陣側フットスポットのフットスポットのフットスポットのフットスポットの３３３３つからつからつからつから選択選択選択選択

③③③③ マイボールをミスポケットマイボールをミスポケットマイボールをミスポケットマイボールをミスポケット ＝＞＝＞＝＞＝＞ 自陣内自陣内自陣内自陣内のののの初期位置初期位置初期位置初期位置スポットのいずれかへスポットのいずれかへスポットのいずれかへスポットのいずれかへ

④④④④ パスショットでパスショットでパスショットでパスショットで、、、、マイボールをポケットしたマイボールをポケットしたマイボールをポケットしたマイボールをポケットした場合場合場合場合 ＝＞＝＞＝＞＝＞ 自陣内自陣内自陣内自陣内のののの初期位置初期位置初期位置初期位置スポットのいずれかへスポットのいずれかへスポットのいずれかへスポットのいずれかへ

（（（（ゴールポケットにポケットしたゴールポケットにポケットしたゴールポケットにポケットしたゴールポケットにポケットした場合場合場合場合はははは、、、、通常通常通常通常のゴールとしてのゴールとしてのゴールとしてのゴールとして扱扱扱扱われますわれますわれますわれます。）。）。）。）

⑤⑤⑤⑤ パスショットでパスショットでパスショットでパスショットで、、、、エネミーボールをポケットしたエネミーボールをポケットしたエネミーボールをポケットしたエネミーボールをポケットした場合場合場合場合 ＝＞＝＞＝＞＝＞ 敵陣内敵陣内敵陣内敵陣内のののの初期位置初期位置初期位置初期位置スポットのいずれかへスポットのいずれかへスポットのいずれかへスポットのいずれかへ

いずれのいずれのいずれのいずれの場合場合場合場合においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、どのスポットにどのスポットにどのスポットにどのスポットに置置置置くかくかくかくか等等等等のののの決定権決定権決定権決定権はははは、、、、すべてすべてすべてすべて次次次次にショットするプレイヤーににショットするプレイヤーににショットするプレイヤーににショットするプレイヤーに与与与与えられますえられますえられますえられます。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

③④③④③④③④自陣内自陣内自陣内自陣内のののの初期位置初期位置初期位置初期位置スポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれか①①①①パスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポット ⑤⑤⑤⑤敵陣内敵陣内敵陣内敵陣内のののの初期位置初期位置初期位置初期位置スポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれか③④③④③④③④自陣内自陣内自陣内自陣内のののの初期位置初期位置初期位置初期位置スポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれか①①①①パスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポットパスボールはセンタースポット ⑤⑤⑤⑤敵陣内敵陣内敵陣内敵陣内のののの初期位置初期位置初期位置初期位置スポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれかスポットのいずれか

自陣 敵陣 自陣 敵陣
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第７７７７条条条条 リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス ２２２２項項項項 グループボールのリプレイスグループボールのリプレイスグループボールのリプレイスグループボールのリプレイス方法方法方法方法

グループボールのリプレイスにおいてグループボールのリプレイスにおいてグループボールのリプレイスにおいてグループボールのリプレイスにおいて、、、、選択選択選択選択できるできるできるできる初期位置初期位置初期位置初期位置スポットはスポットはスポットはスポットは、、、、他他他他のボールとタッチしないスポットのみのボールとタッチしないスポットのみのボールとタッチしないスポットのみのボールとタッチしないスポットのみ

もしもしもしもし全全全全てのスポットがてのスポットがてのスポットがてのスポットが塞塞塞塞がっているがっているがっているがっている場合場合場合場合はははは、、、、邪魔邪魔邪魔邪魔しているしているしているしている球球球球とクッションととクッションととクッションととクッションと両方両方両方両方にタッチしたにタッチしたにタッチしたにタッチした形形形形でリプレイスでリプレイスでリプレイスでリプレイス

このこのこのこの時時時時、、、、同同同同じグループボールとタッチすることはできないじグループボールとタッチすることはできないじグループボールとタッチすることはできないじグループボールとタッチすることはできない

（（（（解説解説解説解説））））

まずまずまずまず、、、、他他他他のボールとタッチしないのボールとタッチしないのボールとタッチしないのボールとタッチしない初期位置初期位置初期位置初期位置スポットにリプレイスしますスポットにリプレイスしますスポットにリプレイスしますスポットにリプレイスします。。。。

全全全全てのスポットがてのスポットがてのスポットがてのスポットが塞塞塞塞がっているがっているがっているがっている場合場合場合場合はははは、、、、同同同同じグループボールとタッチすることをじグループボールとタッチすることをじグループボールとタッチすることをじグループボールとタッチすることを避避避避けなければいけませんけなければいけませんけなければいけませんけなければいけません。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞

②②②②全全全全てのスポットがてのスポットがてのスポットがてのスポットが塞塞塞塞がっているがっているがっているがっている場合場合場合場合
はははは同同同同じグループボールとタッチをじグループボールとタッチをじグループボールとタッチをじグループボールとタッチを避避避避けるけるけるける

①①①①まずまずまずまず他他他他のボールとタッチをのボールとタッチをのボールとタッチをのボールとタッチを避避避避けるけるけるける ③③③③どこにリプレイスするかのどこにリプレイスするかのどこにリプレイスするかのどこにリプレイスするかの選択選択選択選択はははは
次次次次のショットをするプレイヤーがのショットをするプレイヤーがのショットをするプレイヤーがのショットをするプレイヤーが決定決定決定決定

はリプレイスできるはリプレイスできるはリプレイスできるはリプレイスできる場所候補場所候補場所候補場所候補 はリプレイスできないはリプレイスできないはリプレイスできないはリプレイスできない場所場所場所場所 はローボールはローボールはローボールはローボール はハイボールはハイボールはハイボールはハイボール はパスボールはパスボールはパスボールはパスボール

リプレイスリプレイスリプレイスリプレイスＯＫＯＫＯＫＯＫ

タッチするのでタッチするのでタッチするのでタッチするのでＮＧＮＧＮＧＮＧ

タッチでリプレイスタッチでリプレイスタッチでリプレイスタッチでリプレイスＯＫＯＫＯＫＯＫ

同同同同じグループボールじグループボールじグループボールじグループボール
にタッチはにタッチはにタッチはにタッチはＮＧＮＧＮＧＮＧ

次次次次にショットをするにショットをするにショットをするにショットをする
プレイヤーがプレイヤーがプレイヤーがプレイヤーが選択選択選択選択
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第８８８８条条条条 ファウルファウルファウルファウル １１１１項項項項 間接間接間接間接フリーキックフリーキックフリーキックフリーキック

下記下記下記下記のののの状態状態状態状態をををを ファウルファウルファウルファウル とととと呼呼呼呼びびびび、、、、間接間接間接間接フリーキックフリーキックフリーキックフリーキックからリスタートとなるからリスタートとなるからリスタートとなるからリスタートとなる

①①①①エネミーボールにファーストタッチしたエネミーボールにファーストタッチしたエネミーボールにファーストタッチしたエネミーボールにファーストタッチした場合場合場合場合

②②②②同一同一同一同一ターンターンターンターン内内内内でパスショットをでパスショットをでパスショットをでパスショットを二回連続二回連続二回連続二回連続したしたしたした場合場合場合場合②②②②同一同一同一同一ターンターンターンターン内内内内でパスショットをでパスショットをでパスショットをでパスショットを二回連続二回連続二回連続二回連続したしたしたした場合場合場合場合

③③③③パスボールおよびマイボールにパスボールおよびマイボールにパスボールおよびマイボールにパスボールおよびマイボールに手球手球手球手球がががが当当当当たらなかったたらなかったたらなかったたらなかった場合場合場合場合

④④④④リプレイスをすべきリプレイスをすべきリプレイスをすべきリプレイスをすべき場合場合場合場合にににに、、、、リプレイスをせずにリプレイスをせずにリプレイスをせずにリプレイスをせずに次次次次のショットをのショットをのショットをのショットを行行行行ったったったった場合場合場合場合

⑤⑤⑤⑤ノークッションノークッションノークッションノークッション、、、、二度撞二度撞二度撞二度撞きききき、、、、球触球触球触球触りりりり

間接間接間接間接フリーキックのリスタートはフリーキックのリスタートはフリーキックのリスタートはフリーキックのリスタートは、、、、手球手球手球手球はははは必必必必ずずずず自陣自陣自陣自陣スタートスタートスタートスタート、、、、かつパスショットからかつパスショットからかつパスショットからかつパスショットから始始始始めなければいけませんめなければいけませんめなければいけませんめなければいけません。。。。

パスボールはパスボールはパスボールはパスボールは現状現状現状現状（（（（ただしただしただしただし、、、、自陣内自陣内自陣内自陣内にあるにあるにあるにある場合場合場合場合にはにはにはには選択選択選択選択できませんできませんできませんできません））））・センタースポット・・センタースポット・・センタースポット・・センタースポット・敵陣内敵陣内敵陣内敵陣内にあるフットスポットのにあるフットスポットのにあるフットスポットのにあるフットスポットの

いずれかをいずれかをいずれかをいずれかを選択選択選択選択してしてしてして動動動動かすことがかすことがかすことがかすことが可能可能可能可能ですですですです。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

自陣 敵陣
リスタートリスタートリスタートリスタート時時時時にパスボールをにパスボールをにパスボールをにパスボールを下記下記下記下記のののの３３３３点点点点からからからから選択選択選択選択できるできるできるできる

A 現状現状現状現状（（（（自陣内自陣内自陣内自陣内にあるにあるにあるにある場合場合場合場合にはにはにはには選択選択選択選択できませんできませんできませんできません））））

手球は自陣スタート

CB

A

マイボールは直接狙えない

B センタースポットセンタースポットセンタースポットセンタースポット

C 敵陣側敵陣側敵陣側敵陣側のフットスポットのフットスポットのフットスポットのフットスポット

必必必必ずパスショットでリスタートずパスショットでリスタートずパスショットでリスタートずパスショットでリスタート
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第８８８８条条条条 ファウルファウルファウルファウル ２２２２項項項項 直接直接直接直接フリーキックフリーキックフリーキックフリーキック

下記下記下記下記のののの状態状態状態状態をををを ボールデッドボールデッドボールデッドボールデッド とととと呼呼呼呼びびびび、、、、直接直接直接直接フリーキックフリーキックフリーキックフリーキックからリスタートとなるからリスタートとなるからリスタートとなるからリスタートとなる

①①①①手球手球手球手球がスクラッチしたがスクラッチしたがスクラッチしたがスクラッチした場合場合場合場合

②②②②何何何何らかのらかのらかのらかの球球球球がががが場外飛場外飛場外飛場外飛びびびび出出出出しししし （（（（マイボールがマイボールがマイボールがマイボールが飛飛飛飛びびびび出出出出したしたしたした場合場合場合場合はリプレイスしはリプレイスしはリプレイスしはリプレイスし、、、、エネミーボールがエネミーボールがエネミーボールがエネミーボールが飛飛飛飛びびびび出出出出したしたしたした場合場合場合場合はオウンゴールとするはオウンゴールとするはオウンゴールとするはオウンゴールとする））））②②②②何何何何らかのらかのらかのらかの球球球球がががが場外飛場外飛場外飛場外飛びびびび出出出出しししし （（（（マイボールがマイボールがマイボールがマイボールが飛飛飛飛びびびび出出出出したしたしたした場合場合場合場合はリプレイスしはリプレイスしはリプレイスしはリプレイスし、、、、エネミーボールがエネミーボールがエネミーボールがエネミーボールが飛飛飛飛びびびび出出出出したしたしたした場合場合場合場合はオウンゴールとするはオウンゴールとするはオウンゴールとするはオウンゴールとする））））

直接直接直接直接フリーキックのリスタートはフリーキックのリスタートはフリーキックのリスタートはフリーキックのリスタートは、、、、手球手球手球手球はははは必必必必ずずずず自陣自陣自陣自陣スタートスタートスタートスタート、、、、かつかつかつかつ自陣外自陣外自陣外自陣外のマイボールをファーストタッチとしてのマイボールをファーストタッチとしてのマイボールをファーストタッチとしてのマイボールをファーストタッチとして直接狙直接狙直接狙直接狙いますいますいますいます。。。。

ただしただしただしただし、、、、パスボールはパスボールはパスボールはパスボールは現状現状現状現状のままでのままでのままでのままで動動動動かすことはかすことはかすことはかすことは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。

直接直接直接直接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、間接間接間接間接フリーキックをフリーキックをフリーキックをフリーキックを選択選択選択選択することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで間接間接間接間接フリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできません。。。。

自陣外自陣外自陣外自陣外にマイボールがにマイボールがにマイボールがにマイボールが無無無無いいいい場合場合場合場合はははは、、、、間接間接間接間接フリーキックしかフリーキックしかフリーキックしかフリーキックしか選択選択選択選択することができませんすることができませんすることができませんすることができません。。。。

直接直接直接直接フリーキックでフリーキックでフリーキックでフリーキックで、、、、間違間違間違間違ってってってって自陣内自陣内自陣内自陣内のののの球球球球にファーストタッチしたにファーストタッチしたにファーストタッチしたにファーストタッチした場合場合場合場合、、、、そのそのそのその球球球球のののの種類種類種類種類をををを問問問問わずわずわずわず、、、、それがパスボールだったとしてもペナルティですそれがパスボールだったとしてもペナルティですそれがパスボールだったとしてもペナルティですそれがパスボールだったとしてもペナルティです。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

自陣 敵陣 自陣外自陣外自陣外自陣外のマイボールをのマイボールをのマイボールをのマイボールを直接狙直接狙直接狙直接狙うううう。。。。

パスボールはパスボールはパスボールはパスボールは現状現状現状現状のままでのままでのままでのままで動動動動かすことができないかすことができないかすことができないかすことができない。。。。

手球は自陣スタート 自陣外のマイボール
を直接狙う

直接直接直接直接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、間接間接間接間接フリーキックもフリーキックもフリーキックもフリーキックも選択可能選択可能選択可能選択可能。。。。

パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで間接間接間接間接フリーキックしかできないフリーキックしかできないフリーキックしかできないフリーキックしかできない。。。。パスボールは現状のまま

自陣内のマイボールは
狙えない
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第８８８８条条条条 ファウルファウルファウルファウル ３３３３項項項項 ペナルティキックペナルティキックペナルティキックペナルティキック

下記下記下記下記のののの状態状態状態状態をををを ペナルティペナルティペナルティペナルティ とととと呼呼呼呼びびびび、、、、ペナルティキックペナルティキックペナルティキックペナルティキックからリスタートとなるからリスタートとなるからリスタートとなるからリスタートとなる

①①①①自陣内自陣内自陣内自陣内にあるエネミーボールにファーストタッチしたにあるエネミーボールにファーストタッチしたにあるエネミーボールにファーストタッチしたにあるエネミーボールにファーストタッチした場合場合場合場合

②②②②手球手球手球手球がががが自陣自陣自陣自陣スタートのときスタートのときスタートのときスタートのとき、、、、自陣内自陣内自陣内自陣内のののの球球球球にファーストタッチしたにファーストタッチしたにファーストタッチしたにファーストタッチした場合場合場合場合②②②②手球手球手球手球がががが自陣自陣自陣自陣スタートのときスタートのときスタートのときスタートのとき、、、、自陣内自陣内自陣内自陣内のののの球球球球にファーストタッチしたにファーストタッチしたにファーストタッチしたにファーストタッチした場合場合場合場合

③③③③レフリーがレフリーがレフリーがレフリーが裁定裁定裁定裁定するするするする対戦対戦対戦対戦においてにおいてにおいてにおいて、、、、暴言暴言暴言暴言やシャーキングなどレフリーがやシャーキングなどレフリーがやシャーキングなどレフリーがやシャーキングなどレフリーが非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合

④④④④レフリーがレフリーがレフリーがレフリーが裁定裁定裁定裁定するするするする対戦対戦対戦対戦においてにおいてにおいてにおいて、、、、著著著著しいしいしいしい遅延遅延遅延遅延プレイやルールのプレイやルールのプレイやルールのプレイやルールの悪用悪用悪用悪用などレフリーがゲームなどレフリーがゲームなどレフリーがゲームなどレフリーがゲーム性性性性をををを壊壊壊壊すすすす行為行為行為行為とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合

手球手球手球手球はははは自陣内自陣内自陣内自陣内・・・・外外外外にににに関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、完全完全完全完全にフリーボールでリスタートにフリーボールでリスタートにフリーボールでリスタートにフリーボールでリスタート。。。。

パスボールやマイボールパスボールやマイボールパスボールやマイボールパスボールやマイボール、、、、エネミーボールはエネミーボールはエネミーボールはエネミーボールは現状現状現状現状のままでのままでのままでのままで動動動動かすことはできませんかすことはできませんかすことはできませんかすことはできません。。。。

自陣内自陣内自陣内自陣内・・・・外外外外をををを問問問問わずわずわずわず、、、、どこにあるパスボールおよびマイボールでもどこにあるパスボールおよびマイボールでもどこにあるパスボールおよびマイボールでもどこにあるパスボールおよびマイボールでも、、、、ファーストタッチすることができますファーストタッチすることができますファーストタッチすることができますファーストタッチすることができます。。。。

ペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、間接間接間接間接フリーキックをフリーキックをフリーキックをフリーキックを選択選択選択選択することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで間接間接間接間接フリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできません。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

自陣 敵陣 手球手球手球手球はははは完全完全完全完全にフリーボールでリスタートにフリーボールでリスタートにフリーボールでリスタートにフリーボールでリスタート。。。。

自陣内自陣内自陣内自陣内・・・・外外外外をををを問問問問わずわずわずわず、、、、どこにあるパスボールおよびマイボールどこにあるパスボールおよびマイボールどこにあるパスボールおよびマイボールどこにあるパスボールおよびマイボール
でもでもでもでも、、、、ファーストタッチすることができるファーストタッチすることができるファーストタッチすることができるファーストタッチすることができる。。。。でもでもでもでも、、、、ファーストタッチすることができるファーストタッチすることができるファーストタッチすることができるファーストタッチすることができる。。。。

ペナルティキックにおいてもペナルティキックにおいてもペナルティキックにおいてもペナルティキックにおいても、、、、エネミーボールにファーストタッチエネミーボールにファーストタッチエネミーボールにファーストタッチエネミーボールにファーストタッチ
するとするとするとすると、、、、ファウルファウルファウルファウル。。。。

ペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、間接間接間接間接フリーキックもフリーキックもフリーキックもフリーキックも選択可能選択可能選択可能選択可能。。。。

パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで間接間接間接間接フリーキックしかできないフリーキックしかできないフリーキックしかできないフリーキックしかできない。。。。

ＯＫＯＫＯＫＯＫ
ＯＫＯＫＯＫＯＫ

ＯＫＯＫＯＫＯＫ
ＮＧＮＧＮＧＮＧ
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第８８８８条条条条 ファウルファウルファウルファウル ４４４４項項項項 ファウルファウルファウルファウル優先優先優先優先のののの原則原則原則原則

ファウルはファウルはファウルはファウルは全全全全てのプレイにてのプレイにてのプレイにてのプレイに優先優先優先優先されされされされ、、、、またまたまたまた常常常常にファウルをにファウルをにファウルをにファウルを犯犯犯犯したプレイヤーにもっともしたプレイヤーにもっともしたプレイヤーにもっともしたプレイヤーにもっとも不利不利不利不利にににに働働働働くくくく

（（（（解説解説解説解説））））

例例例例えばえばえばえば、、、、ゴールをゴールをゴールをゴールを決決決決めためためためた場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、それがファウルとそれがファウルとそれがファウルとそれがファウルと同時同時同時同時であればそのゴールはであればそのゴールはであればそのゴールはであればそのゴールは無効無効無効無効となりますとなりますとなりますとなります。。。。

しかしオウンゴールとファウルがしかしオウンゴールとファウルがしかしオウンゴールとファウルがしかしオウンゴールとファウルが同時同時同時同時にににに行行行行われたわれたわれたわれた場合場合場合場合にはオウンゴールはにはオウンゴールはにはオウンゴールはにはオウンゴールは有効有効有効有効となりますとなりますとなりますとなります。。。。

またまたまたまた、、、、リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス忘忘忘忘れでファウルしたれでファウルしたれでファウルしたれでファウルした場合場合場合場合はははは、、、、リプレイスをリプレイスをリプレイスをリプレイスを忘忘忘忘れたマイボールはれたマイボールはれたマイボールはれたマイボールは改改改改めてリプレイスされめてリプレイスされめてリプレイスされめてリプレイスされ、、、、

エネミーボールはオウンゴールとなりますエネミーボールはオウンゴールとなりますエネミーボールはオウンゴールとなりますエネミーボールはオウンゴールとなります。。。。

＜＜＜＜図例図例図例図例＞＞＞＞ 貴方貴方貴方貴方がローボールがローボールがローボールがローボール側側側側であったであったであったであった場合場合場合場合

ローボールをゴールしたがローボールをゴールしたがローボールをゴールしたがローボールをゴールしたが、、、、
同時同時同時同時にににに手球手球手球手球がスクラッチがスクラッチがスクラッチがスクラッチ

→ ゴールゴールゴールゴール無効無効無効無効でリプレイスでリプレイスでリプレイスでリプレイス

パスボールからコンビネーションでパスボールからコンビネーションでパスボールからコンビネーションでパスボールからコンビネーションで
ローボールをゴールするがローボールをゴールするがローボールをゴールするがローボールをゴールするが、、、、同時同時同時同時

にににに手球手球手球手球がスクラッチがスクラッチがスクラッチがスクラッチ

→ ゴールゴールゴールゴール無効無効無効無効でリプレイスでリプレイスでリプレイスでリプレイス

ハイボールをオウンゴールするがハイボールをオウンゴールするがハイボールをオウンゴールするがハイボールをオウンゴールするが、、、、
同時同時同時同時にににに手球手球手球手球がスクラッチがスクラッチがスクラッチがスクラッチ

→ オウンゴールオウンゴールオウンゴールオウンゴール有効有効有効有効でででで戻戻戻戻らないらないらないらない
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第８８８８条条条条 ファウルファウルファウルファウル ５５５５項項項項 罰則調整罰則調整罰則調整罰則調整のののの原則原則原則原則

下記下記下記下記のののの目標目標目標目標とととと思想思想思想思想にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、罰則罰則罰則罰則のののの調整調整調整調整をををを続続続続けるけるけるける

（（（（解説解説解説解説））））

FUJIYAMAのルールはのルールはのルールはのルールは、、、、プレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーの技術向上技術向上技術向上技術向上にににに合合合合わせてわせてわせてわせて調整調整調整調整をしをしをしをし続続続続けなければけなければけなければけなければ本来本来本来本来のののの魅力魅力魅力魅力をををを失失失失ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。FUJIYAMAのルールはのルールはのルールはのルールは、、、、プレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーの技術向上技術向上技術向上技術向上にににに合合合合わせてわせてわせてわせて調整調整調整調整をしをしをしをし続続続続けなければけなければけなければけなければ本来本来本来本来のののの魅力魅力魅力魅力をををを失失失失ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。

「「「「観客観客観客観客がががが面白面白面白面白くくくく観観観観られるられるられるられる」」」」ことがことがことがことが第一目標第一目標第一目標第一目標

FUJIYAMAにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、ファウルファウルファウルファウル時時時時のののの手球手球手球手球をををを現状現状現状現状のままリスタートすることはのままリスタートすることはのままリスタートすることはのままリスタートすることは、、、、一切選択一切選択一切選択一切選択できませんできませんできませんできません。。。。

FUJIYAMAのルールのルールのルールのルール草創期草創期草創期草創期においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、現状現状現状現状でのリスタートがでのリスタートがでのリスタートがでのリスタートが選択選択選択選択できましたができましたができましたができましたが、、、、

プレイヤーのレベルがプレイヤーのレベルがプレイヤーのレベルがプレイヤーのレベルが上上上上がりがりがりがり１１１１球球球球のののの価値価値価値価値がががが高高高高まるにつれてまるにつれてまるにつれてまるにつれて、、、、１１１１回回回回のファウルがのファウルがのファウルがのファウルが致命的致命的致命的致命的なななな状況状況状況状況になりましたになりましたになりましたになりました。。。。

そこでそこでそこでそこで「「「「このゲームバランスではこのゲームバランスではこのゲームバランスではこのゲームバランスでは観客観客観客観客がががが面白面白面白面白くないくないくないくない」」」」というというというという理由理由理由理由からからからから2002年年年年にににに現在現在現在現在にににに近近近近いルールにいルールにいルールにいルールに改正改正改正改正されましたされましたされましたされました。。。。

つまりつまりつまりつまり１１１１回回回回のファウルではのファウルではのファウルではのファウルでは決着決着決着決着がつかないようにがつかないようにがつかないようにがつかないように、、、、ファウルをファウルをファウルをファウルを取取取取ればればればれば勝勝勝勝ちといったセーフティゲームにならないようにちといったセーフティゲームにならないようにちといったセーフティゲームにならないようにちといったセーフティゲームにならないように、、、、

ファウルをファウルをファウルをファウルを取取取取るよりもるよりもるよりもるよりも危険危険危険危険をををを冒冒冒冒してしてしてして攻攻攻攻めたほうがめたほうがめたほうがめたほうが得得得得になるようにになるようにになるようにになるように、、、、とととと考考考考えてえてえてえて１１１１回回回回のファウルではのファウルではのファウルではのファウルでは大大大大してしてしてして有利有利有利有利にならないにならないにならないにならない形形形形になりましたになりましたになりましたになりました。。。。

自陣内自陣内自陣内自陣内・・・・外外外外にににに関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、完全完全完全完全にフリーボールでのリスタートもにフリーボールでのリスタートもにフリーボールでのリスタートもにフリーボールでのリスタートも上記上記上記上記とととと同様同様同様同様のののの理由理由理由理由でででで、、、、１１１１回回回回のファウルがのファウルがのファウルがのファウルが致命的致命的致命的致命的になるためになるためになるためになるため、、、、

ペナルティキックなどのペナルティキックなどのペナルティキックなどのペナルティキックなどの極極極極めてめてめてめて稀稀稀稀なケースでのみなケースでのみなケースでのみなケースでのみ適用適用適用適用されるものとなっておりますされるものとなっておりますされるものとなっておりますされるものとなっております。。。。

「「「「ボールデッドボールデッドボールデッドボールデッド」」」」のののの思想思想思想思想「「「「ボールデッドボールデッドボールデッドボールデッド」」」」のののの思想思想思想思想

ファウルのファウルのファウルのファウルの中中中中でもでもでもでも「「「「スクラッチおよびスクラッチおよびスクラッチおよびスクラッチおよび球球球球のののの場外飛場外飛場外飛場外飛びびびび出出出出しししし」」」」のののの罰則罰則罰則罰則がががが重重重重いのはいのはいのはいのは、「、「、「、「ボールデッドボールデッドボールデッドボールデッド」」」」というというというという思想思想思想思想にににに基基基基づいておりますづいておりますづいておりますづいております。。。。

通常通常通常通常のファウルではのファウルではのファウルではのファウルでは、、、、手球手球手球手球およびおよびおよびおよび的球的球的球的球はファウルはファウルはファウルはファウル犯犯犯犯したプレイにおいてもフィールドしたプレイにおいてもフィールドしたプレイにおいてもフィールドしたプレイにおいてもフィールド（（（（テーブルテーブルテーブルテーブル））））上上上上でででで生生生生きているときているときているときていると我我我我々々々々はははは考考考考えますえますえますえます。。。。

しかししかししかししかし、、、、スクラッチおよびスクラッチおよびスクラッチおよびスクラッチおよび球球球球のののの場外場外場外場外はははは““““フィールドフィールドフィールドフィールド上上上上からからからから球球球球がががが消消消消えたえたえたえた””””すなわちすなわちすなわちすなわち死死死死んだんだんだんだ状態状態状態状態（（（（ボールデッドボールデッドボールデッドボールデッド））））とととと捉捉捉捉ええええ罰則罰則罰則罰則をををを重重重重くしておりますくしておりますくしておりますくしております。。。。

モチーフであるサッカーのモチーフであるサッカーのモチーフであるサッカーのモチーフであるサッカーの思想思想思想思想

FUJIYAMAはそのはそのはそのはその発祥時発祥時発祥時発祥時にモチーフとなったサッカーのにモチーフとなったサッカーのにモチーフとなったサッカーのにモチーフとなったサッカーの思想思想思想思想にににに基基基基づいておりますづいておりますづいておりますづいております。。。。間接間接間接間接フリーキックやフリーキックやフリーキックやフリーキックや直接直接直接直接フリーキックなどのフリーキックなどのフリーキックなどのフリーキックなどの存在存在存在存在やややや名称名称名称名称もももも

そのそのそのその思想思想思想思想からからからから来来来来ていますがていますがていますがていますが、、、、なによりなによりなによりなにより人間人間人間人間をををを相手相手相手相手にににに戦戦戦戦っているっているっているっている感覚感覚感覚感覚をををを非常非常非常非常にににに大切大切大切大切にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第９９９９条条条条 レフリーレフリーレフリーレフリー １１１１項項項項 レフリーのレフリーのレフリーのレフリーの役割役割役割役割

レフリーはレフリーはレフリーはレフリーは、、、、ゲームゲームゲームゲーム進行進行進行進行をををを補助補助補助補助しししし、、、、そのゲームにおけるルールそのゲームにおけるルールそのゲームにおけるルールそのゲームにおけるルール適用適用適用適用のののの判断判断判断判断にににに関関関関してしてしてして全権全権全権全権をををを持持持持ちちちち、、、、観客観客観客観客がががが楽楽楽楽しむためにしむためにしむためにしむために最大限最大限最大限最大限のののの努力努力努力努力をするをするをするをする

（（（（解説解説解説解説））））

レフリーはレフリーはレフリーはレフリーは、、、、スムースなゲームスムースなゲームスムースなゲームスムースなゲーム進行進行進行進行のためのためのためのため、、、、笛笛笛笛によってによってによってによって周囲周囲周囲周囲にににに状況状況状況状況をををを示示示示しししし、、、、パスボールやグループボールのリプレイスをパスボールやグループボールのリプレイスをパスボールやグループボールのリプレイスをパスボールやグループボールのリプレイスを補助補助補助補助しししし、、、、レフリーはレフリーはレフリーはレフリーは、、、、スムースなゲームスムースなゲームスムースなゲームスムースなゲーム進行進行進行進行のためのためのためのため、、、、笛笛笛笛によってによってによってによって周囲周囲周囲周囲にににに状況状況状況状況をををを示示示示しししし、、、、パスボールやグループボールのリプレイスをパスボールやグループボールのリプレイスをパスボールやグループボールのリプレイスをパスボールやグループボールのリプレイスを補助補助補助補助しししし、、、、

勘違勘違勘違勘違いなどによりいなどによりいなどによりいなどにより明明明明らかにファールであるショットをらかにファールであるショットをらかにファールであるショットをらかにファールであるショットを狙狙狙狙うプレイヤーにうプレイヤーにうプレイヤーにうプレイヤーに対対対対してしてしてして、、、、事前事前事前事前にファールであるにファールであるにファールであるにファールである事事事事をををを警告警告警告警告するするするする事事事事ができますができますができますができます。。。。

またレフリーはそのゲームにおいてまたレフリーはそのゲームにおいてまたレフリーはそのゲームにおいてまたレフリーはそのゲームにおいて、、、、ルールルールルールルール適用適用適用適用のののの判断判断判断判断にににに関関関関してしてしてして絶対的絶対的絶対的絶対的なななな権限権限権限権限をををを持持持持ちちちち、、、、そのそのそのその裁定裁定裁定裁定をををを覆覆覆覆すことはできませんすことはできませんすことはできませんすことはできません。。。。

プレイヤーはプレイヤーはプレイヤーはプレイヤーは無条件無条件無条件無条件にこのにこのにこのにこの判断判断判断判断にににに従従従従わなければいけませんわなければいけませんわなければいけませんわなければいけません。。。。プレイヤーのレフリーにプレイヤーのレフリーにプレイヤーのレフリーにプレイヤーのレフリーに対対対対するするするする批判批判批判批判およびおよびおよびおよび反論反論反論反論はははは非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為となりますとなりますとなりますとなります。。。。

さらにレフリーはさらにレフリーはさらにレフリーはさらにレフリーは観客観客観客観客がががが楽楽楽楽しむことをしむことをしむことをしむことを第一目標第一目標第一目標第一目標としてとしてとしてとして、、、、対戦対戦対戦対戦をををを裁定裁定裁定裁定しししし、、、、スムースにゲームがスムースにゲームがスムースにゲームがスムースにゲームが進進進進むようむようむようむよう最大限最大限最大限最大限のののの努力努力努力努力をしなければいけませんをしなければいけませんをしなければいけませんをしなければいけません。。。。

第第第第９９９９条条条条 レフリーレフリーレフリーレフリー ２２２２項項項項 罰則不遡及罰則不遡及罰則不遡及罰則不遡及のののの原則原則原則原則

ファウルファウルファウルファウル状態状態状態状態をををを見逃見逃見逃見逃してしてしてして次次次次のショットをのショットをのショットをのショットを行行行行ったときやったときやったときやったときや、、、、レフリーがレフリーがレフリーがレフリーが裁定裁定裁定裁定をををを終終終終えてそのえてそのえてそのえてその次次次次のショットがのショットがのショットがのショットが行行行行われたときなどにおいてわれたときなどにおいてわれたときなどにおいてわれたときなどにおいて、、、、

決決決決してしてしてして２２２２ショットショットショットショット以上過去以上過去以上過去以上過去のショットにのショットにのショットにのショットに遡遡遡遡ってってってって罰則罰則罰則罰則をををを与与与与えたりえたりえたりえたり、、、、裁定裁定裁定裁定をををを覆覆覆覆すことはできないすことはできないすことはできないすことはできない

２２２２ショットショットショットショット以上過去以上過去以上過去以上過去のショットでリプレイスをするべきであったグループボールはすべてゴールのショットでリプレイスをするべきであったグループボールはすべてゴールのショットでリプレイスをするべきであったグループボールはすべてゴールのショットでリプレイスをするべきであったグループボールはすべてゴール扱扱扱扱いとなりいとなりいとなりいとなり、、、、戻戻戻戻らないらないらないらない

（（（（解説解説解説解説））））

例例例例１１１１）））） パスボールのリプレイスをパスボールのリプレイスをパスボールのリプレイスをパスボールのリプレイスを忘忘忘忘れたショットでファウルしたれたショットでファウルしたれたショットでファウルしたれたショットでファウルした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、

誰誰誰誰もファウルにもファウルにもファウルにもファウルに気気気気がつかずがつかずがつかずがつかず、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも指摘指摘指摘指摘もされないままもされないままもされないままもされないまま、、、、さらにさらにさらにさらに次次次次のプレイヤーがショットをのプレイヤーがショットをのプレイヤーがショットをのプレイヤーがショットを行行行行うとうとうとうと、、、、

最初最初最初最初のショットのファウルはのショットのファウルはのショットのファウルはのショットのファウルは無無無無かったことになりかったことになりかったことになりかったことになり、、、、リプレイスをリプレイスをリプレイスをリプレイスを忘忘忘忘れていることにれていることにれていることにれていることに気気気気がついたがついたがついたがついた時点時点時点時点のののの直前直前直前直前のショットがファウルとなりますのショットがファウルとなりますのショットがファウルとなりますのショットがファウルとなります。。。。

例例例例２２２２）））） どちらかのグループボールのリプレイスをどちらかのグループボールのリプレイスをどちらかのグループボールのリプレイスをどちらかのグループボールのリプレイスを忘忘忘忘れたショットでファウルしたれたショットでファウルしたれたショットでファウルしたれたショットでファウルした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、

誰誰誰誰もファウルにもファウルにもファウルにもファウルに気気気気がつかずがつかずがつかずがつかず、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも指摘指摘指摘指摘もされないままもされないままもされないままもされないまま、、、、さらにさらにさらにさらに次次次次のプレイヤーがショットをのプレイヤーがショットをのプレイヤーがショットをのプレイヤーがショットを行行行行うとうとうとうと、、、、

最初最初最初最初のショットのファウルはのショットのファウルはのショットのファウルはのショットのファウルは無無無無かったことになりかったことになりかったことになりかったことになり、、、、２２２２度目度目度目度目のショットがファウルでなかったならそのままゲームはのショットがファウルでなかったならそのままゲームはのショットがファウルでなかったならそのままゲームはのショットがファウルでなかったならそのままゲームは続行続行続行続行されますされますされますされます。。。。
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第９９９９条条条条 レフリーレフリーレフリーレフリー ３３３３項項項項 レッドカード・イエローカードレッドカード・イエローカードレッドカード・イエローカードレッドカード・イエローカード

レフリーがレフリーがレフリーがレフリーが裁定裁定裁定裁定するするするする対戦対戦対戦対戦においてにおいてにおいてにおいて、、、、レフリーのレフリーのレフリーのレフリーの裁量裁量裁量裁量によりによりによりにより以下以下以下以下のののの罰則罰則罰則罰則がががが適用適用適用適用されるされるされるされる

■■■■レッドカードレッドカードレッドカードレッドカード ＝＞＝＞＝＞＝＞ １１１１枚枚枚枚でそのでそのでそのでその対戦対戦対戦対戦をスコアをスコアをスコアをスコア００００としてとしてとしてとして負負負負けけけけ

レフリーにレフリーにレフリーにレフリーに対対対対するするするする暴言暴言暴言暴言やややや粗暴粗暴粗暴粗暴なななな振振振振るるるる舞舞舞舞いなどいなどいなどいなど、、、、レフリーがレフリーがレフリーがレフリーが対戦対戦対戦対戦のののの成立成立成立成立をををを妨害妨害妨害妨害するするするする行為行為行為行為とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合レフリーにレフリーにレフリーにレフリーに対対対対するするするする暴言暴言暴言暴言やややや粗暴粗暴粗暴粗暴なななな振振振振るるるる舞舞舞舞いなどいなどいなどいなど、、、、レフリーがレフリーがレフリーがレフリーが対戦対戦対戦対戦のののの成立成立成立成立をををを妨害妨害妨害妨害するするするする行為行為行為行為とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合

■■■■イエローカードイエローカードイエローカードイエローカード ＝＞＝＞＝＞＝＞ １１１１対戦中対戦中対戦中対戦中２２２２枚枚枚枚でそのでそのでそのでその対戦対戦対戦対戦をスコアをスコアをスコアをスコア００００としてとしてとしてとして負負負負けけけけ

暴言暴言暴言暴言やシャーキングやレフリーにやシャーキングやレフリーにやシャーキングやレフリーにやシャーキングやレフリーに対対対対するするするする批判批判批判批判やややや反論反論反論反論などなどなどなど、、、、レフリーがレフリーがレフリーがレフリーが非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合、、、、

およびおよびおよびおよび著著著著しいしいしいしい遅延遅延遅延遅延プレイやルールのプレイやルールのプレイやルールのプレイやルールの悪用悪用悪用悪用などなどなどなど、、、、レフリーがゲームレフリーがゲームレフリーがゲームレフリーがゲーム性性性性をををを壊壊壊壊すすすす行為行為行為行為とととと判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合

第第第第９９９９条条条条 レフリーレフリーレフリーレフリー ４４４４項項項項 ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン

大会主催者大会主催者大会主催者大会主催者はははは、、、、レフリーのレフリーのレフリーのレフリーの裁量裁量裁量裁量にににに依依依依るるるる部分部分部分部分をあらかじめをあらかじめをあらかじめをあらかじめ ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン としてとしてとしてとして定定定定めることでめることでめることでめることで、、、、大会中大会中大会中大会中のレフリーののレフリーののレフリーののレフリーの裁量裁量裁量裁量をををを統一統一統一統一しししし、、、、

またはレフリーがまたはレフリーがまたはレフリーがまたはレフリーが裁定裁定裁定裁定しないしないしないしない対戦対戦対戦対戦にもにもにもにも詳細詳細詳細詳細なルールのなルールのなルールのなルールの判断判断判断判断をををを適用適用適用適用することができるすることができるすることができるすることができる

ガイドラインとしてガイドラインとしてガイドラインとしてガイドラインとして定定定定めることができるめることができるめることができるめることができる範囲範囲範囲範囲

１１１１．．．．球球球球ちがいのちがいのちがいのちがいの事前事前事前事前のののの警告警告警告警告１１１１．．．．球球球球ちがいのちがいのちがいのちがいの事前事前事前事前のののの警告警告警告警告

２２２２．．．．非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為非紳士的行為のののの判断判断判断判断

３３３３．．．．ゲームゲームゲームゲーム性性性性をををを壊壊壊壊すすすす行為行為行為行為のののの判断判断判断判断

４４４４．．．．上記上記上記上記３３３３のののの行為行為行為行為のののの中中中中でででで特特特特にににに、、、、著著著著しいしいしいしい遅延遅延遅延遅延プレイにプレイにプレイにプレイに対対対対するするするする判断判断判断判断やややや

５５５５．．．．上記上記上記上記３３３３のののの行為行為行為行為のののの中中中中でででで特特特特にににに、、、、ファウルしたファウルしたファウルしたファウルした側側側側がががが有利有利有利有利になってしまうようなになってしまうようなになってしまうようなになってしまうような球球球球ちがいやちがいやちがいやちがいや球触球触球触球触りやりやりやりや二度撞二度撞二度撞二度撞きにきにきにきに対対対対するリスタートするリスタートするリスタートするリスタート方法方法方法方法のののの指示指示指示指示

６６６６．．．．対戦対戦対戦対戦のののの成立成立成立成立をををを妨害妨害妨害妨害するするするする行為行為行為行為のののの判断判断判断判断

７７７７．．．．大会中大会中大会中大会中のののの待機待機待機待機プレイヤーにプレイヤーにプレイヤーにプレイヤーに対対対対するするするする行動制限行動制限行動制限行動制限

８８８８．．．．大会中大会中大会中大会中のののの累積累積累積累積イエローカードイエローカードイエローカードイエローカード枚数枚数枚数枚数にににに対対対対するするするする罰則罰則罰則罰則およびレッドカードにおよびレッドカードにおよびレッドカードにおよびレッドカードに対対対対するするするする罰則罰則罰則罰則
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 詳細ルール

第第第第１０１０１０１０条条条条 ＳＡＭＵＲＡＩＳＡＭＵＲＡＩＳＡＭＵＲＡＩＳＡＭＵＲＡＩととととＮＩＮＪＡＮＩＮＪＡＮＩＮＪＡＮＩＮＪＡととととＳＨＯＧＵＮＳＨＯＧＵＮＳＨＯＧＵＮＳＨＯＧＵＮ

「ＳＡＭＵＲＡＩ」「ＳＡＭＵＲＡＩ」「ＳＡＭＵＲＡＩ」「ＳＡＭＵＲＡＩ」

プレイヤーがマイボールをプレイヤーがマイボールをプレイヤーがマイボールをプレイヤーがマイボールを全全全全てゴールするまでにてゴールするまでにてゴールするまでにてゴールするまでに、、、、エネミーボールがエネミーボールがエネミーボールがエネミーボールが

オウンゴールをオウンゴールをオウンゴールをオウンゴールを含含含含めてめてめてめて１１１１つもゴールされていなかったゲームつもゴールされていなかったゲームつもゴールされていなかったゲームつもゴールされていなかったゲーム。。。。完封完封完封完封ゲームゲームゲームゲーム。。。。

「ＮＩＮＪＡ」「ＮＩＮＪＡ」「ＮＩＮＪＡ」「ＮＩＮＪＡ」

プレイヤーがどのタイミングからでもプレイヤーがどのタイミングからでもプレイヤーがどのタイミングからでもプレイヤーがどのタイミングからでも、、、、１１１１ターンでターンでターンでターンで７７７７つつつつ全全全全てのマイボールをてのマイボールをてのマイボールをてのマイボールを一度一度一度一度にににに取取取取りきったりきったりきったりきった場合場合場合場合。。。。

「ＳＨＯＧＵＮ「ＳＨＯＧＵＮ「ＳＨＯＧＵＮ「ＳＨＯＧＵＮ」」」」

先攻先攻先攻先攻のプレイヤーがのプレイヤーがのプレイヤーがのプレイヤーが一度一度一度一度もターンをもターンをもターンをもターンを変変変変わらずにマイボールわらずにマイボールわらずにマイボールわらずにマイボール全全全全てをてをてをてを取取取取りきったゲームりきったゲームりきったゲームりきったゲーム。。。。完全完全完全完全ゲームゲームゲームゲーム。。。。

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年３３３３月現在月現在月現在月現在、、、、達成者達成者達成者達成者はははは無無無無しししし。。。。

第第第第１１１１１１１１条条条条 補足補足補足補足

１１１１．．．． プッシュコールはプッシュコールはプッシュコールはプッシュコールは認認認認められていませんめられていませんめられていませんめられていません。。。。キューをキューをキューをキューを立立立立てるてるてるてる、、、、またはまたはまたはまたは２２２２度撞度撞度撞度撞きとならないきとならないきとならないきとならない方向方向方向方向へへへへ撞撞撞撞くことでくことでくことでくことで回避回避回避回避してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

２２２２．．．．ジャンプキューおよびジャンプショットのジャンプキューおよびジャンプショットのジャンプキューおよびジャンプショットのジャンプキューおよびジャンプショットの使用使用使用使用がががが認認認認められていますめられていますめられていますめられています。。。。２２２２．．．．ジャンプキューおよびジャンプショットのジャンプキューおよびジャンプショットのジャンプキューおよびジャンプショットのジャンプキューおよびジャンプショットの使用使用使用使用がががが認認認認められていますめられていますめられていますめられています。。。。

３３３３．．．．ノークッションによるファウルではノークッションによるファウルではノークッションによるファウルではノークッションによるファウルでは、、、、クッションにタッチしているクッションにタッチしているクッションにタッチしているクッションにタッチしている的球的球的球的球にににに当当当当たることをクッションとカウントしませんたることをクッションとカウントしませんたることをクッションとカウントしませんたることをクッションとカウントしません。。。。

４４４４．．．．FUJIYAMAではではではでは、、、、相手相手相手相手のプレイをのプレイをのプレイをのプレイを待待待待っているっているっているっている待機待機待機待機プレイヤーにプレイヤーにプレイヤーにプレイヤーに対対対対してしてしてして、、、、行動制限行動制限行動制限行動制限がががが決決決決められていますめられていますめられていますめられています。。。。

原則原則原則原則としてとしてとしてとして、「、「、「、「テーブルにテーブルにテーブルにテーブルに触触触触れないことれないことれないことれないこと」、「」、「」、「」、「相手相手相手相手プレイヤーにプレイヤーにプレイヤーにプレイヤーに触触触触れないことれないことれないことれないこと」、「」、「」、「」、「相手相手相手相手プレイヤーがプレイヤーがプレイヤーがプレイヤーが構構構構えているえているえているえている間間間間はははは動動動動かないことかないことかないことかないこと」」」」のののの３３３３点点点点ですですですです。。。。

またまたまたまた待機待機待機待機プレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーの「「「「禁煙禁煙禁煙禁煙」」」」やややや「「「「飲食飲食飲食飲食」」」」にににに関関関関することすることすることすること、、、、さらにさらにさらにさらに対戦対戦対戦対戦のスピードをアップするためにのスピードをアップするためにのスピードをアップするためにのスピードをアップするために「「「「立立立立ってってってって待機待機待機待機することすることすることすること」」」」などのなどのなどのなどの制限制限制限制限はははは

大会大会大会大会のガイドラインでのガイドラインでのガイドラインでのガイドラインで決決決決めることができますめることができますめることができますめることができます。。。。
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック The OPEN FUJIYAMA Championship

「The OPEN」 FUJIYAMA Championship とは？

FUJIYAMA発祥発祥発祥発祥のののの地地地地であるであるであるである日本日本日本日本においてにおいてにおいてにおいて、、、、FUJIYAMAのルールなどをのルールなどをのルールなどをのルールなどを

2005優勝塚本忍
2007優勝西嶋大策FUJIYAMA発祥発祥発祥発祥のののの地地地地であるであるであるである日本日本日本日本においてにおいてにおいてにおいて、、、、FUJIYAMAのルールなどをのルールなどをのルールなどをのルールなどを

決決決決めているめているめているめているFUJIYAMA評議会評議会評議会評議会のののの主催主催主催主催によってによってによってによって毎年毎年毎年毎年１１１１回開催回開催回開催回開催されますされますされますされます。。。。

国籍国籍国籍国籍やややや性別性別性別性別やややや年齢年齢年齢年齢、、、、プロやアマチュアなどプロやアマチュアなどプロやアマチュアなどプロやアマチュアなど、、、、すべてすべてすべてすべて関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、

ただただただただ一人一人一人一人ののののFUJIYAMAのののの頂点頂点頂点頂点をををを決決決決めるトーナメントですめるトーナメントですめるトーナメントですめるトーナメントです。。。。

今年今年今年今年はいったいはいったいはいったいはいったい誰誰誰誰がががが、、、、

「「「「FUJIYAMAのののの女神女神女神女神がががが舞舞舞舞いいいい降降降降りたりたりたりた者者者者にのみにのみにのみにのみ与与与与えられるえられるえられるえられる」」」」というというというという

「「「「The rising sun」」」」とととと呼呼呼呼ばれるチャンピオンシップエンブレムにばれるチャンピオンシップエンブレムにばれるチャンピオンシップエンブレムにばれるチャンピオンシップエンブレムに

口口口口づけすることができるのでしょうかづけすることができるのでしょうかづけすることができるのでしょうかづけすることができるのでしょうか？？？？

またそこにまたそこにまたそこにまたそこに辿辿辿辿りりりり着着着着くまでにどのようなドラマがくまでにどのようなドラマがくまでにどのようなドラマがくまでにどのようなドラマが待待待待っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか？？？？

2007優勝西嶋大策
2008優勝関川賢示
2009優勝Ｅ・レイズ

またそこにまたそこにまたそこにまたそこに辿辿辿辿りりりり着着着着くまでにどのようなドラマがくまでにどのようなドラマがくまでにどのようなドラマがくまでにどのようなドラマが待待待待っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか？？？？
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 正式な試合形式

（（（（前後半制前後半制前後半制前後半制））））

前後半制前後半制前後半制前後半制とはとはとはとは、、、、２２２２ゲームゲームゲームゲーム行行行行いいいい合計合計合計合計のののの総得点総得点総得点総得点でででで勝負勝負勝負勝負をつけるをつけるをつけるをつける方法方法方法方法ですですですです。。。。

１１１１ゲームゲームゲームゲーム目目目目のののの先攻先攻先攻先攻とととと陣地陣地陣地陣地はコイントスではコイントスではコイントスではコイントスで決決決決めますがめますがめますがめますが、、、、２２２２ゲームゲームゲームゲーム目目目目のののの先攻先攻先攻先攻とととと陣地陣地陣地陣地のののの選択権選択権選択権選択権はははは１１１１ゲームゲームゲームゲーム目目目目とととと逆逆逆逆にににに入入入入れれれれ替替替替えてえてえてえて行行行行いますいますいますいます。。。。

２２２２ゲームゲームゲームゲーム目目目目のののの途中途中途中途中でででで勝負勝負勝負勝負がががが明確明確明確明確になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった場合場合場合場合、、、、負負負負けたプレイヤーはギブアップしてけたプレイヤーはギブアップしてけたプレイヤーはギブアップしてけたプレイヤーはギブアップして終了終了終了終了しますしますしますします。。。。

２２２２ゲームをゲームをゲームをゲームを終了終了終了終了してしてしてして、、、、総得点総得点総得点総得点がまったくがまったくがまったくがまったく同点同点同点同点だっただっただっただった場合場合場合場合、、、、バンクキックバンクキックバンクキックバンクキック（（（（BK））））戦戦戦戦でででで勝負勝負勝負勝負をををを決決決決めますめますめますめます。。。。

（（（（バンクキックバンクキックバンクキックバンクキック（（（（BK））））戦戦戦戦））））

前後半制前後半制前後半制前後半制においてにおいてにおいてにおいて、、、、総得点総得点総得点総得点でででで勝負勝負勝負勝負がががが決決決決まらなかったまらなかったまらなかったまらなかった場合場合場合場合、、、、互互互互いにいにいにいに下記下記下記下記のののの図図図図のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、的球的球的球的球をををを１１１１つセンタースポットにセットしつセンタースポットにセットしつセンタースポットにセットしつセンタースポットにセットし、、、、

ゴールポケットゴールポケットゴールポケットゴールポケット側側側側のエリアのエリアのエリアのエリア内内内内からフリーボールでバンクショットをからフリーボールでバンクショットをからフリーボールでバンクショットをからフリーボールでバンクショットを狙狙狙狙いますいますいますいます。。。。このショットをバンクキックこのショットをバンクキックこのショットをバンクキックこのショットをバンクキック（（（（BK））））とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

ノーゴールはノーゴールはノーゴールはノーゴールは００００ポイントポイントポイントポイント、、、、１１１１クッションゴールはクッションゴールはクッションゴールはクッションゴールは１１１１ポイントポイントポイントポイント、、、、３３３３クッションゴールはクッションゴールはクッションゴールはクッションゴールは３３３３ポイントとカウントしますポイントとカウントしますポイントとカウントしますポイントとカウントします。。。。

このバンクキックをこのバンクキックをこのバンクキックをこのバンクキックを交互交互交互交互にににに５５５５イニングイニングイニングイニング行行行行いいいい、、、、合計合計合計合計ポイントによってポイントによってポイントによってポイントによって決着決着決着決着をををを決決決決めますめますめますめます。。。。これをバンクキックこれをバンクキックこれをバンクキックこれをバンクキック（（（（BK））））戦戦戦戦とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

BK戦戦戦戦ではではではでは改改改改めてコイントスをめてコイントスをめてコイントスをめてコイントスを行行行行いいいい、、、、先攻先攻先攻先攻をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。５５５５イニングイニングイニングイニング後後後後にににに同一同一同一同一ポイントだったポイントだったポイントだったポイントだった場合場合場合場合はサドンデスとなりますはサドンデスとなりますはサドンデスとなりますはサドンデスとなります。。。。

手球手球手球手球ははははゴールポケットゴールポケットゴールポケットゴールポケット側側側側のエリアのエリアのエリアのエリア内内内内からからからから
フリーボールでスタートフリーボールでスタートフリーボールでスタートフリーボールでスタート

イニングイニングイニングイニング数数数数とととと同同同同じじじじ番号番号番号番号
のののの的球的球的球的球ををををセンタースセンタースセンタースセンタース

名前名前名前名前 １１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４ ５５５５ Total

のののの的球的球的球的球ををををセンタースセンタースセンタースセンタース
ポットポットポットポット上上上上にセットにセットにセットにセット

A山山山山 B男男男男 １１１１ １１１１ １１１１ ００００ １１１１ ４４４４

C川川川川 D子子子子 ００００ １１１１ ００００ ００００ ３３３３ ４４４４
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 正式な試合形式

（（（（トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント戦戦戦戦のののの場合場合場合場合））））

１１１１ゲームゲームゲームゲーム先取先取先取先取りりりり、、、、またはまたはまたはまたは前後半制前後半制前後半制前後半制でででで勝敗勝敗勝敗勝敗をををを決決決決めますめますめますめます。。。。

（（（（リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦のののの場合場合場合場合））））

１１１１ゲームゲームゲームゲーム先取先取先取先取りでりでりでりで勝負勝負勝負勝負をつけますをつけますをつけますをつけます。。。。順位順位順位順位はははは以下以下以下以下のののの要素要素要素要素でででで決決決決めますめますめますめます。。。。

１１１１．．．．勝敗数勝敗数勝敗数勝敗数 ＞＞＞＞ ２２２２．．．．得失点差得失点差得失点差得失点差 ＞＞＞＞ ３３３３．．．．直接対決直接対決直接対決直接対決のののの結果結果結果結果

（（（（ハンデキャップハンデキャップハンデキャップハンデキャップ））））

ハンデキャップをもらうプレイヤーはハンデキャップをもらうプレイヤーはハンデキャップをもらうプレイヤーはハンデキャップをもらうプレイヤーは７７７７つあるマイボールのうちつあるマイボールのうちつあるマイボールのうちつあるマイボールのうち、、、、ゴールするべきボールをゴールするべきボールをゴールするべきボールをゴールするべきボールを減減減減らしますらしますらしますらします。。。。

例例例例えばえばえばえば、、、、初期配置初期配置初期配置初期配置のマイボールがのマイボールがのマイボールがのマイボールが７７７７個個個個でででで、、、、ゴールするべきマイボールがゴールするべきマイボールがゴールするべきマイボールがゴールするべきマイボールが４４４４個個個個のののの場合場合場合場合、、、、

ハンデキャップハンデキャップハンデキャップハンデキャップ分分分分のののの３３３３つのマイボールはつのマイボールはつのマイボールはつのマイボールは防御防御防御防御にににに専念専念専念専念できますできますできますできます。。。。

またまたまたまた、、、、リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦でのでのでのでの得失点差得失点差得失点差得失点差のののの計算計算計算計算はははは、、、、ハンデキャップハンデキャップハンデキャップハンデキャップ分分分分はすでにゴールしてあるものとしてはすでにゴールしてあるものとしてはすでにゴールしてあるものとしてはすでにゴールしてあるものとして、、、、足足足足してカウントしますしてカウントしますしてカウントしますしてカウントします。。。。

前後半制前後半制前後半制前後半制でのでのでのでの得点得点得点得点のののの計算計算計算計算でもでもでもでも、、、、ハンデキャップハンデキャップハンデキャップハンデキャップ分分分分はすでにゴールしてあるものとしてはすでにゴールしてあるものとしてはすでにゴールしてあるものとしてはすでにゴールしてあるものとして、、、、足足足足してカウントしますしてカウントしますしてカウントしますしてカウントします。。。。

ハンデキャップハンデキャップハンデキャップハンデキャップ例例例例
SAMURAIではではではでは、、、、ハンデキャップハンデキャップハンデキャップハンデキャップ分分分分をゴールしているをゴールしているをゴールしているをゴールしている
ものとカウントしませんものとカウントしませんものとカウントしませんものとカウントしません。。。。通常通常通常通常とととと同同同同じくじくじくじく１１１１つもゴールつもゴールつもゴールつもゴール

ハンデハンデハンデハンデ 例例例例１１１１ 例例例例２２２２ 例例例例３３３３ 例例例例４４４４ 例例例例５５５５
7777////7777ゴールゴールゴールゴール P&SA&AP&SA&AP&SA&AP&SA&A P&SAP&SAP&SAP&SA AAAA AAAA AAAA
6666////7777ゴールゴールゴールゴール SB&LASB&LASB&LASB&LA AAAA SB&LASB&LASB&LASB&LA SB&LASB&LASB&LASB&LA BBBB
5555////7777ゴールゴールゴールゴール B&LBB&LBB&LBB&LB SB&LASB&LASB&LASB&LA B&LBB&LBB&LBB&LB B&LBB&LBB&LBB&LB CCCC
4444////7777ゴールゴールゴールゴール C&LCC&LCC&LCC&LC B&LBB&LBB&LBB&LB C&LCC&LCC&LCC&LC C&LCC&LCC&LCC&LC －－－－
3333////7777ゴールゴールゴールゴール －－－－ C&LCC&LCC&LCC&LC －－－－ －－－－ －－－－
2222////7777ゴールゴールゴールゴール －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
1111////7777ゴールゴールゴールゴール －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

ものとカウントしませんものとカウントしませんものとカウントしませんものとカウントしません。。。。通常通常通常通常とととと同同同同じくじくじくじく１１１１つもゴールつもゴールつもゴールつもゴール
させずにさせずにさせずにさせずに完封勝利完封勝利完封勝利完封勝利したしたしたした場合場合場合場合ににににSAMURAI成立成立成立成立ですですですです。。。。

NINJAややややSHOGUNはははは、、、、ハンデキャップをもらったハンデキャップをもらったハンデキャップをもらったハンデキャップをもらった
プレイヤーにはプレイヤーにはプレイヤーにはプレイヤーには成立成立成立成立しませんしませんしませんしません。。。。
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 正式な試合形式

（（（（タッグマッチタッグマッチタッグマッチタッグマッチ））））

FUJIYAMAではではではでは、、、、２２２２人人人人がががが１１１１チームとなってチームとなってチームとなってチームとなって戦戦戦戦うことをうことをうことをうことを「「「「タッグマッチタッグマッチタッグマッチタッグマッチ」」」」とととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。

ペアマッチとペアマッチとペアマッチとペアマッチと決定的決定的決定的決定的にににに違違違違うううう点点点点はプレイヤーのはプレイヤーのはプレイヤーのはプレイヤーの交代交代交代交代ですですですです。。。。ペアマッチはチームペアマッチはチームペアマッチはチームペアマッチはチーム内内内内でででで１１１１ショットずつショットずつショットずつショットずつ交互交互交互交互にプレイしますにプレイしますにプレイしますにプレイします。。。。

しかししかししかししかし、「、「、「、「タッグマッチタッグマッチタッグマッチタッグマッチ」」」」ではではではでは、、、、まずテーブルをまずテーブルをまずテーブルをまずテーブルを左右左右左右左右にににに分分分分けてけてけてけて考考考考ええええ、、、、ゲームゲームゲームゲーム開始前開始前開始前開始前にににに左右左右左右左右のののの担当担当担当担当プレイヤーをプレイヤーをプレイヤーをプレイヤーを決決決決めますめますめますめます。。。。

そしてそしてそしてそして手球手球手球手球がががが止止止止まったまったまったまった位置位置位置位置がががが右半分右半分右半分右半分であればであればであればであれば右側担当右側担当右側担当右側担当プレイヤーがプレイヤーがプレイヤーがプレイヤーが、、、、左半分左半分左半分左半分であればであればであればであれば左側担当左側担当左側担当左側担当プレイヤーがプレイしますプレイヤーがプレイしますプレイヤーがプレイしますプレイヤーがプレイします。。。。そしてそしてそしてそして手球手球手球手球がががが止止止止まったまったまったまった位置位置位置位置がががが右半分右半分右半分右半分であればであればであればであれば右側担当右側担当右側担当右側担当プレイヤーがプレイヤーがプレイヤーがプレイヤーが、、、、左半分左半分左半分左半分であればであればであればであれば左側担当左側担当左側担当左側担当プレイヤーがプレイしますプレイヤーがプレイしますプレイヤーがプレイしますプレイヤーがプレイします。。。。

完全完全完全完全にセンターににセンターににセンターににセンターに止止止止まったまったまったまった手球手球手球手球はどちらがプレイするかはどちらがプレイするかはどちらがプレイするかはどちらがプレイするか選択選択選択選択できますできますできますできます。。。。ファウルなどのリスタートファウルなどのリスタートファウルなどのリスタートファウルなどのリスタート時時時時はははは、、、、手球手球手球手球のののの位置位置位置位置によってプレイヤーによってプレイヤーによってプレイヤーによってプレイヤー

がががが決決決決まりますまりますまりますまります。。。。

②
タ
ッ
グ

←右側プレイヤー

←左側プレイヤー

①
タ
ッ
グ

左側プレイヤー→

右側プレイヤー→

こうしてこうしてこうしてこうして自分自分自分自分たちのチームたちのチームたちのチームたちのチーム内内内内ではではではでは得意得意得意得意なプレイをなプレイをなプレイをなプレイを分担分担分担分担しながらしながらしながらしながら互互互互いにパートナーをいにパートナーをいにパートナーをいにパートナーを助助助助けけけけ、、、、相手相手相手相手のチームののチームののチームののチームの調子調子調子調子のののの悪悪悪悪いプレイヤーのいプレイヤーのいプレイヤーのいプレイヤーの担担担担

当当当当エリアへエリアへエリアへエリアへ手球手球手球手球をををを集中集中集中集中することでチャンスをすることでチャンスをすることでチャンスをすることでチャンスを広広広広げますげますげますげます。。。。

FUJIYAMAタッグマッチでタッグマッチでタッグマッチでタッグマッチで勝勝勝勝つためにもっともつためにもっともつためにもっともつためにもっとも必要必要必要必要なななな要素要素要素要素はははは、「、「、「、「友情友情友情友情」」」」ですですですです。。。。

パートナーをパートナーをパートナーをパートナーを信頼信頼信頼信頼することすることすることすること、、、、そのそのそのその信頼信頼信頼信頼にににに応応応応えることえることえることえること、、、、そしてそしてそしてそして許許許許すことですすことですすことですすことです。。。。まさにパートナーとのまさにパートナーとのまさにパートナーとのまさにパートナーとの「「「「友情友情友情友情」」」」がががが試試試試されますされますされますされます。。。。

またまたまたまた、、、、左利左利左利左利きのプレイヤーがきのプレイヤーがきのプレイヤーがきのプレイヤーが活躍活躍活躍活躍するするするする場面場面場面場面がががが多多多多くなりますくなりますくなりますくなります。。。。パートナーパートナーパートナーパートナー選選選選びはびはびはびは慎重慎重慎重慎重にににに考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 様々な攻撃の発想

FUJIYAMAではではではでは非常非常非常非常にににに多多多多くのバンクショットをくのバンクショットをくのバンクショットをくのバンクショットを使用使用使用使用しますしますしますします。。。。

１１１１クッションバンクだけではなくクッションバンクだけではなくクッションバンクだけではなくクッションバンクだけではなく、、、、２２２２～～～～４４４４クッションをクッションをクッションをクッションを使使使使うバンクがうバンクがうバンクがうバンクが基本基本基本基本ショットとしてショットとしてショットとしてショットとして出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。

さらにゴールはさらにゴールはさらにゴールはさらにゴールは外外外外れてもれてもれてもれても穴穴穴穴のののの近近近近くにくにくにくに球球球球がががが止止止止まるまるまるまる力加減力加減力加減力加減とコントロールがとコントロールがとコントロールがとコントロールが勝敗勝敗勝敗勝敗にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響しますしますしますします。。。。

様様様様々々々々なバンクとそのなバンクとそのなバンクとそのなバンクとその動動動動きをきをきをきを把握把握把握把握しししし、、、、使使使使いこなしましょういこなしましょういこなしましょういこなしましょう。。。。

①

②
③

④
⑤
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 様々な防御のスタイル

FUJIYAMAではではではでは敵敵敵敵のののの球球球球がががが自陣自陣自陣自陣にににに攻攻攻攻めてきたときめてきたときめてきたときめてきたとき、、、、防御手段防御手段防御手段防御手段はははは大大大大きくきくきくきく分分分分けてけてけてけて三通三通三通三通りありますりありますりありますりあります。。。。

１１１１．．．．エネミーボールやパスボールがエネミーボールやパスボールがエネミーボールやパスボールがエネミーボールやパスボールが見見見見えないようえないようえないようえないよう手球手球手球手球をををを隠隠隠隠すことすことすことすこと

２２２２．．．．相手相手相手相手のシュートコースをマイボールでのシュートコースをマイボールでのシュートコースをマイボールでのシュートコースをマイボールで塞塞塞塞ぐことぐことぐことぐこと、、、、

３３３３．．．．エネミーボールをエネミーボールをエネミーボールをエネミーボールを蹴蹴蹴蹴りりりり下下下下げることげることげることげること

特特特特にににに３３３３のののの蹴蹴蹴蹴りりりり下下下下げはげはげはげは、、、、最最最最もももも効果的効果的効果的効果的かつエキサイティングなかつエキサイティングなかつエキサイティングなかつエキサイティングな防御防御防御防御なのでなのでなのでなので積極的積極的積極的積極的にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。特特特特にににに３３３３のののの蹴蹴蹴蹴りりりり下下下下げはげはげはげは、、、、最最最最もももも効果的効果的効果的効果的かつエキサイティングなかつエキサイティングなかつエキサイティングなかつエキサイティングな防御防御防御防御なのでなのでなのでなので積極的積極的積極的積極的にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。

①

②

③

ワンショットでワンショットでワンショットでワンショットで、、、、
攻撃攻撃攻撃攻撃とととと蹴蹴蹴蹴りりりり下下下下げげげげ防御防御防御防御をををを
同時同時同時同時にににに行行行行っているっているっているっている事例事例事例事例

①
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック 今回改訂された主なルール

（（（（直接直接直接直接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの変更点変更点変更点変更点））））

スクラッチまたはスクラッチまたはスクラッチまたはスクラッチまたは球場外球場外球場外球場外などのボールデッドのリスタートにおいてなどのボールデッドのリスタートにおいてなどのボールデッドのリスタートにおいてなどのボールデッドのリスタートにおいて、、、、直接直接直接直接フリーキックとなりますがフリーキックとなりますがフリーキックとなりますがフリーキックとなりますが、、、、

今今今今まではまではまではまでは、、、、最初最初最初最初にににに狙狙狙狙うううう球球球球がマイボールかパスボールかがマイボールかパスボールかがマイボールかパスボールかがマイボールかパスボールか関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを動動動動かすかすかすかす権利権利権利権利がありましたがありましたがありましたがありました。。。。

しかししかししかししかし、、、、これはこれはこれはこれは罰則罰則罰則罰則がががが大大大大きすぎるとのきすぎるとのきすぎるとのきすぎるとの理由理由理由理由からからからから、、、、

「「「「直接直接直接直接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの際際際際にはマイボールをにはマイボールをにはマイボールをにはマイボールを狙狙狙狙うものとしてうものとしてうものとしてうものとして、、、、パスボールはパスボールはパスボールはパスボールは現状現状現状現状のままでのままでのままでのままで動動動動かすことはできないかすことはできないかすことはできないかすことはできない」」」」とととと改変改変改変改変されましたされましたされましたされました。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、直接直接直接直接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの代代代代わりにわりにわりにわりに間接間接間接間接フリーキックをフリーキックをフリーキックをフリーキックを選択選択選択選択できることができることができることができることが追加追加追加追加されましたされましたされましたされました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、直接直接直接直接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの代代代代わりにわりにわりにわりに間接間接間接間接フリーキックをフリーキックをフリーキックをフリーキックを選択選択選択選択できることができることができることができることが追加追加追加追加されましたされましたされましたされました。。。。

パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで、、、、間接間接間接間接フリーキックしかフリーキックしかフリーキックしかフリーキックしか選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。

またまたまたまた、、、、自陣自陣自陣自陣のののの外外外外にマイボールがにマイボールがにマイボールがにマイボールが無無無無いいいい場合場合場合場合もももも間接間接間接間接フリーキックしかフリーキックしかフリーキックしかフリーキックしか選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。

（（（（ペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックの変更点変更点変更点変更点））））

自分自分自分自分のショットがのショットがのショットがのショットが、、、、自陣内自陣内自陣内自陣内のののの敵敵敵敵のののの球球球球にににに最初最初最初最初にににに当当当当たってしまったたってしまったたってしまったたってしまった場合場合場合場合、、、、

またはまたはまたはまたは手球手球手球手球がががが自陣自陣自陣自陣スタートのショットでスタートのショットでスタートのショットでスタートのショットで、、、、自陣内自陣内自陣内自陣内のののの球球球球にファーストタッチしてしまったにファーストタッチしてしまったにファーストタッチしてしまったにファーストタッチしてしまった場合場合場合場合にににに、、、、ペナルティキックとなりますがペナルティキックとなりますがペナルティキックとなりますがペナルティキックとなりますが、、、、

改訂前改訂前改訂前改訂前もももも故意故意故意故意にににに敵敵敵敵のののの球球球球をををを直接当直接当直接当直接当てててててててて蹴蹴蹴蹴りりりり下下下下げるなどのゲームげるなどのゲームげるなどのゲームげるなどのゲーム性性性性をををを壊壊壊壊すファウルすファウルすファウルすファウル行為行為行為行為をををを排除排除排除排除するためにするためにするためにするために非常非常非常非常にににに重重重重いいいい罰則罰則罰則罰則としていますとしていますとしていますとしています。。。。

今回今回今回今回はははは、、、、改訂前改訂前改訂前改訂前のペナルティキックののペナルティキックののペナルティキックののペナルティキックの罰則罰則罰則罰則がががが複雑複雑複雑複雑であったことであったことであったことであったこと、、、、およびおよびおよびおよび偶然偶然偶然偶然によるによるによるによる発生率発生率発生率発生率がががが非常非常非常非常にににに低低低低いことからいことからいことからいことから、、、、

「「「「手球手球手球手球はははは自陣関係自陣関係自陣関係自陣関係なくなくなくなく完全完全完全完全フリーボールでフリーボールでフリーボールでフリーボールで、、、、自陣内自陣内自陣内自陣内・・・・外外外外をををを問問問問わずどこにあるパスボールもマイボールもわずどこにあるパスボールもマイボールもわずどこにあるパスボールもマイボールもわずどこにあるパスボールもマイボールも直接狙直接狙直接狙直接狙えるえるえるえる」」」」とととと改変改変改変改変されましたされましたされましたされました。。。。

ただしただしただしただし、、、、パスボールもマイボールもエネミーボールもパスボールもマイボールもエネミーボールもパスボールもマイボールもエネミーボールもパスボールもマイボールもエネミーボールも、、、、全全全全てててて現状現状現状現状のままでのままでのままでのままで動動動動かすことはできませんかすことはできませんかすことはできませんかすことはできません。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、ペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックの代代代代わりにわりにわりにわりに間接間接間接間接フリーキックをフリーキックをフリーキックをフリーキックを選択選択選択選択できることができることができることができることが追加追加追加追加されましたされましたされましたされました。。。。

パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで、、、、間接間接間接間接フリーキックしかフリーキックしかフリーキックしかフリーキックしか選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。

（（（（著著著著しいしいしいしい遅延遅延遅延遅延プレイにプレイにプレイにプレイに対対対対するするするする罰則罰則罰則罰則などのガイドラインなどのガイドラインなどのガイドラインなどのガイドライン化化化化））））

著著著著しいしいしいしい遅延遅延遅延遅延プレイにプレイにプレイにプレイに対対対対するするするする罰則罰則罰則罰則としてレフリーがイエローカードをとしてレフリーがイエローカードをとしてレフリーがイエローカードをとしてレフリーがイエローカードを出出出出すことはすことはすことはすことは改訂前改訂前改訂前改訂前からルールとしてありますがからルールとしてありますがからルールとしてありますがからルールとしてありますが、、、、

明確明確明確明確なななな基準基準基準基準をガイドラインとしてをガイドラインとしてをガイドラインとしてをガイドラインとして出出出出せるようにせるようにせるようにせるように変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。ガイドラインはルールとガイドラインはルールとガイドラインはルールとガイドラインはルールと違違違違いいいい、、、、よりよりよりより柔軟柔軟柔軟柔軟にににに運用運用運用運用されされされされ、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに更新更新更新更新されていきますされていきますされていきますされていきます。。。。

2010年年年年3月時点月時点月時点月時点ののののFUJIYAMA公式公式公式公式ガイドラインではガイドラインではガイドラインではガイドラインでは１１１１ゲームがゲームがゲームがゲームが３０３０３０３０分以上分以上分以上分以上となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、レフリーのレフリーのレフリーのレフリーの判断判断判断判断によりによりによりにより次次次次のショットまでののショットまでののショットまでののショットまでの時間時間時間時間がががが

長長長長いプレイヤーいプレイヤーいプレイヤーいプレイヤー、、、、またはまたはまたはまたは両方両方両方両方のプレイヤーにイエローカードをのプレイヤーにイエローカードをのプレイヤーにイエローカードをのプレイヤーにイエローカードを出出出出すことがすことがすことがすことが目安目安目安目安となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。このこのこのこの公式公式公式公式ガイドラインのガイドラインのガイドラインのガイドラインの補足補足補足補足としてとしてとしてとして、、、、

ただしただしただしただし、、、、テーブルにテーブルにテーブルにテーブルに残残残残るるるる双方双方双方双方のののの持持持持ちちちち球合計球合計球合計球合計がががが４４４４個以下個以下個以下個以下のののの場合場合場合場合はははは、、、、観客観客観客観客をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして判断判断判断判断をするをするをするをする、、、、とととと決決決決められましためられましためられましためられました。。。。
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FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA FUJIYAMA 公式公式公式公式ルールブックルールブックルールブックルールブック
ファウルファウルファウルファウル時時時時のリスタートのリスタートのリスタートのリスタート早分早分早分早分かりフローチャートかりフローチャートかりフローチャートかりフローチャート図図図図
覚覚覚覚えにくいファウルのえにくいファウルのえにくいファウルのえにくいファウルの種類種類種類種類もこれでもこれでもこれでもこれで完璧完璧完璧完璧マスターマスターマスターマスター！！！！

ファウル発生

自陣内自陣内自陣内自陣内にあるにあるにあるにある敵敵敵敵グループグループグループグループ
ボールがファーストタッチボールがファーストタッチボールがファーストタッチボールがファーストタッチ？？？？

ペナルティキック
YESYESYESYES

●●●●手球手球手球手球はははは自陣自陣自陣自陣にににに関係関係関係関係なくなくなくなく、、、、完全完全完全完全フリーボールですフリーボールですフリーボールですフリーボールです。。。。
●●●●リスタートリスタートリスタートリスタート時時時時にににに他他他他のののの球球球球はははは現状現状現状現状のままのままのままのまま動動動動かせませんかせませんかせませんかせません。。。。
●●●●自陣内自陣内自陣内自陣内のののの球球球球もももも直接狙直接狙直接狙直接狙うこともできますうこともできますうこともできますうこともできます。。。。
●●●●ペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックのペナルティキックの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、間接間接間接間接フリーキックをフリーキックをフリーキックをフリーキックを
選択選択選択選択することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを
動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで間接間接間接間接フリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできません。。。。注意注意注意注意：：：：このこのこのこの行為行為行為行為ににににおいておいておいておいて同時同時同時同時にイエにイエにイエにイエ

ペナルティペナルティペナルティペナルティ

手球手球手球手球スクラッチスクラッチスクラッチスクラッチ
またはまたはまたはまたは何何何何らかのらかのらかのらかの球球球球がががが
場外飛場外飛場外飛場外飛びびびび出出出出しししし？？？？

直接フリーキック

YESYESYESYES

NONONONO

●●●●手球手球手球手球はははは必必必必ずずずず、、、、自陣自陣自陣自陣スタートですスタートですスタートですスタートです。。。。
●●●●自陣自陣自陣自陣のののの外外外外にあるマイボールをにあるマイボールをにあるマイボールをにあるマイボールを直接狙直接狙直接狙直接狙いますいますいますいます。。。。
●●●●パスボールはパスボールはパスボールはパスボールは動動動動かせませんかせませんかせませんかせません。。。。
●●●●直接直接直接直接フリーキックのフリーキックのフリーキックのフリーキックの代代代代わりにわりにわりにわりに、、、、間接間接間接間接フリーキックをフリーキックをフリーキックをフリーキックを
選択選択選択選択することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、パスボールをパスボールをパスボールをパスボールを
動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで間接間接間接間接フリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできません。。。。

動動動動かしたかしたかしたかした時点時点時点時点でででで間接間接間接間接フリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできませんフリーキックしかできません。。。。

注意注意注意注意：：：：場外場外場外場外したしたしたした球球球球がががが、、、、ファウルしたプレファウルしたプレファウルしたプレファウルしたプレ
イヤーイヤーイヤーイヤーのグループボールならリプレイのグループボールならリプレイのグループボールならリプレイのグループボールならリプレイ
スしますスしますスしますスします。。。。相手相手相手相手のグループボールならのグループボールならのグループボールならのグループボールなら
オウンゴールとしてオウンゴールとしてオウンゴールとしてオウンゴールとして扱扱扱扱いますいますいますいます。。。。

注意注意注意注意：：：：このこのこのこの行為行為行為行為ににににおいておいておいておいて同時同時同時同時にイエにイエにイエにイエ
ローカードなどがローカードなどがローカードなどがローカードなどが出出出出されることされることされることされることもあるもあるもあるもある
のでのでのでので気気気気をつけましょうをつけましょうをつけましょうをつけましょう。。。。

手球手球手球手球がががが自陣内自陣内自陣内自陣内フリーフリーフリーフリー
ボールのボールのボールのボールの時時時時、、、、自陣内自陣内自陣内自陣内のののの球球球球がががが

ファーストタッチファーストタッチファーストタッチファーストタッチ？？？？

YESYESYESYES

NONONONO

ボールデッドボールデッドボールデッドボールデッド

場外飛場外飛場外飛場外飛びびびび出出出出しししし？？？？

間接フリーキック
NONONONO ●●●●手球手球手球手球はははは必必必必ずずずず、、、、自陣自陣自陣自陣スタートですスタートですスタートですスタートです。。。。

●●●●パスボールはパスボールはパスボールはパスボールは、、、、現状現状現状現状ととととセンタースポットとセンタースポットとセンタースポットとセンタースポットと
フットスポットのフットスポットのフットスポットのフットスポットの３３３３種類種類種類種類からからからから選択選択選択選択することができますすることができますすることができますすることができます。。。。
●●●●自陣内自陣内自陣内自陣内のパスボールはのパスボールはのパスボールはのパスボールは現状現状現状現状がががが選択選択選択選択できませんできませんできませんできません。。。。
●●●●リスタートはリスタートはリスタートはリスタートは必必必必ずパスショットですずパスショットですずパスショットですずパスショットです。。。。例例例例：：：：ファーストタッチをファーストタッチをファーストタッチをファーストタッチを間違間違間違間違えるえるえるえる、、、、他他他他のののの

球球球球にににに一切当一切当一切当一切当たらないたらないたらないたらない、、、、ノークッションノークッションノークッションノークッション、、、、
二度撞二度撞二度撞二度撞きききき、、、、リプレイスリプレイスリプレイスリプレイス忘忘忘忘れなどれなどれなどれなど

ファウルファウルファウルファウル
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