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1 The Basic Idea of the Game 
クロッケーは、赤と黄、青と黒の組み合わせで自分のボールを 2つずつ持って 2人（ダブルス
の場合は２チーム）で行うゲームです。コースは 6 つのフープ（下図参照）とペグから成り、
各々のボールが決められたルートに沿ってフープを通過しなければなりません。ルートの最後

にペグがあります。フープを全て通過した 2つのボールを先にペグに当てたほうが勝ちです。 
打席は、はじめに 1つのボールを打つことから始まります。打つことができるのは自分のボー
ルだけで、２つのボールのどちらを打ってもかまいませんが、１度打ち始めたら打席が終わる

まで、そのボール以外を打つことはできません。 
プレーヤーが正しい方向からフープを通過するか、コート内の他のボールに当てた場合に、余

分のストロークを得ます。正しい方向からフープを通過した場合、継続して打つ権利が生じ、

次フープを通過するか他のボールに当てることができます。他のボールに当てた場合、プレー

ヤーは余分の 2 打を得ます。最初の１打はクロッケー・ショットと言い、ストライカー・ボー
ルを当てたボールに接触して打ちます。クロッケー・ショットの後、ストライカー・ボールが

停止したところからもう 1 回打つことができます。フープを通過するまでの間に、他の 3 つの
ボールに 1 回ずつ当てることができます。フープを通過すると、再び他のボールに 1 回ずつ当
てる権利が生じます。 
自分のボールを他のボールに当て、クロッケー・ショットとフープを通過することによって、

上手なプレーヤーは一回の打席において全てのフープを通過することができます。この場合、

最高 91回の連続的なストロークになります。 
プレーヤーが、ボールに当てることかフープを通過させることに失敗したときに打席は終わり、

次は相手の打席になります。 
フープには、どの色ボールが次にどのフープ通過するかを示すために、色のついたクリップを

付けます。フープを通過したときは、クリップを付け替えなければなりません。第１～第６フ

ープまではクリップを縦に、バック－１フープ以降は水平に付けます。 
  

 
The Standard Croquet Court showing the 

order in which the hoops are run, the names 

of the boundaries and corners together with 

the dimensions of a full size court in yards. 

The baulk lines and yard lines are not marked 

on the court.  
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2 Single Ball Strokes 

2.1 The Grip and Stance 
注意点の第１は、マレットが回転しないように握ることです。第２は、良い姿勢をとり、体が

狙う方向にまっすぐ向くようにすることです。足の位置は、マレットが足首または足を打つこ

となく完全にスイングできるように注意してください。  

2.1.1 Grip  
一般的なマレットの握り方を以下に示します。ここに示す握り方以外にも個々にアレンジして

様々な変形があります。上達の過程で握り方が変化する場合が多いので、最初は各自スイング

しやすい握り方を選んでください。写真は右利きの場合を示しています。左利きの方は写真と

逆になります。 
 

Standard Grip： 
この握り方のプレーヤーが最も多いです。必要に応じて、容易に右手と左

手の間隔を広くとることができるので、様々な打ち方に対応できます。 
 
 
 
 
Solomon Grip： 
この握りはより背が低いプレーヤーに適していて、大きいバックスイング

が可能なため、強く打つことが可能です。 
手首、肘、肩が動くため、始めはコントロールが難しいかもしれません。 
 
 
 
Irish Grip： 
世界ランキング１位の Robert Fulford選手の握り方です。始めは、バック
スイングが難しいかもしれません。 
おそらく、手首と肘が伸びた状態で肩を支点にマレットをスイングするた

め、ブレの少ない打ち方です。 
 
 

自分のグリップが決まったら、同じグリップのプレーヤーのストロークを観察し、疑問点があ

れば確認すると良いでしょう。 
 

 

 

 



  

2.1.2 Stance  
 

 

Centre Style： 
マレットは、足の間で振られます。このスタンスは最も一般的です。スイング

と狙う目標を一直線に見ることが出来るので、正確なコントロールが可能です。 
 
 
 
 

 
 
Side Style：  
現在では珍しいスタイルです。かつて中世ヨーロッパで貴婦人たちが傘のよう

に開いたスカートを着用してプレーしていた頃の打ち方です。 
 
 
 
 

 
Golf Style：  
正確なコントロールが困難ですが、強いショットを必要とする場合には有効で

す。普通のクロッケーでは用いられませんが、Extreme-Croquet ではしばし
ば用いられます。 
 
 
 

 

2.2 Aim - Stalking 
ストーキングは、あなたが打ちたい方向に向かって後ろからストライカー・ボールに近寄る行

為で、正確なスイングに欠かせません。ストーキングは、ボールのおよそ５ｍ手前から始める

と良いでしょう。その目的は、体をストロークの方向に向いて、正しいスタンスをとることで

す。肩と腰は、狙う方向に対して垂直でなければなりません。常に同じ位置でストロークを行

うことが重要です。  
スタンスが決まったならば、あなたはストロークの線をチェックするためにあなたの頭を上げ、

マレット・ヘッドが正確に狙いの方向に向いていることを確認してください。それから、頭を

降ろしてスイングに集中します。 
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2.3 Swing 
ボールを打つまでのスイングの間、頭を上げないようにしてください。ヘッドアップは、狙い

をはずす最もよくある理由のうちの 1 つです。ヘッドアップすることで肩が動き、ミスショッ
トの原因となります。 
マレットは、主に肩（手首でない）から振られ、長い振り子となります。これはストロークの

エネルギーを最大にして、手首が過度に動かないことを意味します。手首はマレットを支持し

ているだけなので、優しく握ることができます。そして、マレットがねじられるのを防ぎます。 
マレットは、下部の手を使って押すように振ってはなりません。あなたが前方にマレットを押

しつけるように動かそうとすると、あなたの握りは強くなり、ミスショットの原因となります。 
マレットが肩から振られるならば、1本の手でマレットを持って、ボールを強く打つことがで
きることを感じてください。ボールを強く打つためには、押すのではなくストローク（バック

スイング）を大きくすることです。ストロークのエネルギーは、振り子の長さと振れの大きさ

によります。 
 

3 Rushes 
ラッシュは、ストライカー・ボールを他のボールに当てて、はじいたボールを狙った位置に送

るためのショットです。良いラッシュのためには、ストライカー・ボールを鋭く打たれなけれ

ばなません。打ち

ショットと同じで

トの上部近くで持

ろにとります。ス

後すぐに停止し、

れは、ストライカ

らずに横すべりす

逆回転の力を伝え

ライカー・ボール

ールを遠くに送る

カット・ラッシ

右斜めに送るため

ットです。正しい

ライン上のはじく

ボールを想像して

ルは、幻のボール

ん。（右図参照） 
 

 

方は、後で示されるストップ・

す（右写真）。マレットをシャフ

ち、スタンスは通常より少し後

トロークは、ボールをたたいた

フォロースルーをしません。こ

ー・ボールがコートの上を転が

るように打ち、はじくボールに

ないようにすることです。スト

にトップスピンがかかると、ボ
ことはできません。 

 
The Cut Rush. To make red move along the rush 

line blue must be aimed at the centre of a 

phantom ball which lies in contact with red and 

has its centre on the rush line. 

ュは、はじくボールを左または

に中心からずらして当てるショ

狙いをつけるために、ラッシュ・

ボールと接触する第 3の（幻）
ください。ストライカー・ボー

の中心を狙わなければなりませ
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4 Hoop Running 
クロッケーのフープの幅は、93.5mm～100mm です。ボールは 92ｍｍ±0.8ｍｍなので、そ
のクリアランスは最大で 8.8ｍｍ、最小で 0.7ｍｍ、通常は 3.2mmです。従ってフープを狙うシ
ョットは、正確でなければならず、ストーキングは非常に重要です。状況にもよりますが、フ

ープから 2フィート（60cm）以上離れている場合、フープを通過させることを諦めます。 
フープのアップライトと衝突することなくそれを通過することができる範囲は、フープの正面

から 12°以内です。フープを通過する秘訣は、ストライカー・ボールにトップスピンを与え、
あまり強く打たないことです。たとえボールがアッ

プライトにぶつかっても、トップスピンによってボ

ールはフープを通過します。ラッシュの場合と異な

り、ボールがコートの上を横滑りしないように注意

してください。また、しっかりとフォロースルーし、

滑らかで安定したストロークを心がけてください。 
 
 
 

 
 

 
ボールがフープを通過するときの入口側を“playing side”と言います。 

 
上図で、 
ａはフープ通過が始まっていません。 
ｂはフープ通過の始まりです。 

 
 

Running an Angled Hoop. The right hand edge of the ball 

must be aimed just inside the right hand hoop upright. 

ｃは完全に通過していません。 
ｄで完全に通過したことになります。 

 
 

フープを斜めから狙う場合、トップスピン

と慎重に狙いをつけることが必要となりま

す。右図に示すように、ボールの外側が手前

のアップライト内部にぶつからないように

狙いをつけなければなりません。 
 

 - 6 -   



  

5 Croquet Strokes 
ロッケーした後のクロッケー・ショットでは、ストライカー・ボールを当てたボールに接触し

て置きます。そして、ストライカー・ボールを打つときに、接触していた（はじかれる）ボー

ルが必ず動くように打たなければなりません。  
ストライカー・ボールとはじかれるボールが動く相対的な距離は、クロッケー・ショットの打

ち方によって決まり、マレット・シャフトを握る位置とマレット・ヘッドがボールを打つ角度

を調節します。打つ瞬間のボール、地面、マレット・ヘッドの関係を想像して考え方を理解し

てください。以下に様々なクロッケー・ショットの打ち方を記します。 

5.1 The Standard Drive 
スタンダード・ドライブでは、マレットを一つのボールを打つ時のように持ちます。ボールを

一列に接触して置き、後部のボールをセンターの線に沿って打った場合、2つのボールは通常 5：
1～3：1の比率の距離を移動します。  

5.2 The Stop Shot 
ストップ・ショットは、はじかれたボールが比較的遠くに、ストライカー・ボールが短い距離

を移動します。10：1～7：1 の比率とすることができます。ストップ・ショットは、ストライ
カー・ボールの動きを制御します。 
ストップ・ショットの打ち方は、ラッシュと同じ

です（右写真）。通常より後ろに立ち、ボールをやや

下側から上に向かって打ち、フォロースルーをしな

いでください。 

5.3 The Roll Shot 
ロール・ショットは、両方のボールがほぼ同じ距

離を進みます。また、後ろのボールが前のボールよ

りも遠くに移動することも可能です（パスロール）。 
ロール・ショットの打ち方は、マレット・シャフ

トのマレット・ヘッド近くを握り、ボールの斜め上

から打ち、フォロースルーを大きくします（右写真）。

打つ角度やフォロースルーを調節することにより、2
つのボールの移動距離を調節します。考え方は、ス

トップ・ショットの逆です。 
 
注）試合に出場する場合は、使用する状況によって

プッシュ・ショット、ダブル・タップとみなさ

れてルール違反となる場合があります。ルール

の解釈が時々変りますので注意しましょう。 
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5.4 The Take Off 
 

The Take Off. The centers of 

the balls lie perpendicular to 

the direction that the striker's 

ball is required to go. 

テイクオフ・ショットは、はじかれるボー

ルがほとんど動きません。そして、ストライ

カー・ボールは遠くに進みます。ストライカ

ー・ボールが狙う方向に対して、2つのボー
ルの中心を結ぶ線が垂直になるように接触

して置きます。ストライカー・ボールは、は

じかれるボールに向けて 5°～10°傾けて
打ちます。テイクオフ・ショットは、ストラ

イカー・ボールを正確にコントロールしやす

い最も単純なクロッケー・ショットです。 
 

6 Aiming in Croquet Strokes 
クロッケー・ショットにおいてはじかれるボールは、常にストライカー・ボールとはじかれる

ボールの中心を結ぶ線の方向に移動します。 
およそ 5m間隔で 2つの目標を準備します。ロール・ショットのための 2つのボールを２つの
目標から 5m の位置に置いて、クロッケー・ショットにより 2 つのボールをそれぞれの目標に
移動させる方法はどうすればよいでしょう？  

 

Aiming in the croquet stroke. The 

purple marker is midway between the 

two destinations marked with X's. 

はじかれるボールは、ストライカー・ボールとはじかれ

るボールの中心線を結んだ方向に移動しますので、これが

目標の方向に向くようにストライカー・ボールを置きます。

ストライカー・ボールはマレットを振るストロークの方向

によって決まります。右図に示すとおり、ストロークの方

向を目標の中間点になるようにすると、ストライカー・ボ

ールはもう一つの目標に向かって移動します。 
しばしばクロッケー・ショットの解説に、ストロークの

方向を目標間の角度の半分という説明が見られますが、間

違っていますので注意してください。 
クロッケー・ショットで 2つのボールを正確に動かするためには、ストロークの方向とボール
を打つ角度を同時にコントロールしなければなりません。これには、多くの練習が必要です。 

 

7 Roquet - Croquet - Continuation 
クロッケーの基本的な仕組みは、ストライカー・ボールを他のボールに当て、ボールを有効な

場所に動かすためにクロッケー・ショットを行い、ストロークを継続してフープ通過を続ける

ことです。 
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8 The Start of the Game 
ここまでは、ゲームの構成要素について説明しました。ここからは、ゲームの進め方について

記します。 
赤と黄のボールは、常に青と黒と対戦します。ゲームは、コイン・トス（又はジャンケン）で

始まります。トスに勝った人は、先攻・後攻、またはボールの色を選ぶ権利があります。相手

は、それから残りのオプションを選択する権利があります。例えば、あなたが先攻・後攻を選

べば、相手には色を選択する権利があります。  
最初はボーク・ラインからボールを順番にコート内に打ち入れます。ボーク・ラインは、第 1
と第 3フープ前の境界線から 1ヤード内側の線です（2頁の図参照)。どの色のボールから打っ
ても良く、ボールがコート内に入れられると、そのボールを当てることができます。  

8.1 The Standard Opening 

 
The strokes at the start of a Standard Opening 

初心者は疑問に思いますが、クロッケー・プレー

ヤーはゲームの始めにフープを狙いません。何故

なら、フープの幅は非常に狭く、6ヤード離れた位
置からのストロークでフープを通過させる可能性

は小さいからです。もしボールがフープを通過せ

ずにはね返った場合、次のプレーヤーは自分のボ

ールをそのボールに当ててブレイク（連続してフ

ープを通過すること）を始めることができます。 
ゲームの狙いは、相手に当てられた場合にブレイ

クされにくく、相手が失敗したときにあなたがブ

レイクしやすいボールを配置です。 
標準的なゲームの始まりは、右図にⅰ～ⅳの順番

でコートにボールを打ち入れます。最近では、上

級者はもっと攻撃的なオープニング（The Super 
Shot Opening）を行なっています。 

8.2 After the First Four Turns 
4 つのボールがコート内に打たれたら、プレーヤーは打席を交替します。ボールを当てるか、
正しい方向からフープを通過しない限り、打席は一つのストロークで交代です。打席を交代し

たら２つの自分のボールのどちらを打つかを選び、その打席が終わるまで選んだボール（スト

ライカー・ボール）を打ち続けます。それぞれの打席でフープを通過するまでに、ストライカ

ー・ボールを他の 3つのボールに各々一度ずつ当てることができます。 
クロッケーの主な規則は、どちらのボールもクロッケー・ショットでコートの外に出すことは

許されません。他のストロークではコートの外に出たボールは、出た位置から境界線の 1 ヤー
ド内側（ヤードライン）に置き直し、打席はそのまま続けますが、クロッケー・ショットで出

た場合は、ヤードラインにボールを置きなおして打席を終了します。 
もう一つの基本規則は、あらゆるストロークの終わりに、ストライカー・ボール以外の境界線
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の 1 ヤード以内にある全てのボールは、ヤードライン上に戻されるということです。打席終了
後、ストライカー・ボールがヤードラインの外にあるならば、それはヤードラインに置き直し

ます。 
最後のフープ（ローバー・フープ）を通過したボールをローバー・ボールと呼びます。ローバ

ー・ボールはペグに当てるとゲームから取り除かれます（ペグ・アウト）。また、ローバー・ボ

ールは、相手のローバー・ボールをクロッケー・ショットでペグに当てた場合に、相手のボー

ルはペグ・アウトとなります。  
 

9 The Rush Line 
4－ボール・ブレイクについて記述する前に、ラッシュ・ラインンの概念を紹介します。より
簡単にプレーを進めるために重要です。ラッシュラインは、ラッシュされるボールとその目標

位置を結ぶ想像上の線です。ストライカー・ボールをラッシュされるボールの後方のラッシュ・

ライン上に置くことができるならば、あなたには目標に向かってまっすぐにラッシュすること

ができます。まっすぐなラッシュは、どんなカット・ラッシュよりも非常に単純で、成功する

可能性が高くなります。 
あなたがストライカー・ボールをラッシュ・ラインン上に止めようとするならば、あなたのボ

ールがラッシュ・ラインンに接近しているほうが成功しやすいことは明らかです。したがって、

常にそのラッシュ・ラインンに向かってラッシュによって接近することが望まれます。  
 

10 The Four-Ball Break (4BB) 
4-ボール・ブレイクは、1回の打席において多くのフープを通過するための基本的な仕組みで
す。他に、3-ボール・ブレイクや 2-ボール・ブレイクもあります。2-ボール・ブレイクは、単純
でわかり易いけれど最も難しく、4-ボール・ブレイクは最も簡単です。 
スヌーカーまたはプールゲームと異なり、あなたが 4-ボール・ブレイクを行う場合、常にボ
ールの理想的な配置は同じです。ボールは、標準的な位置にあります。4-ボール・ブレイクの狙
いは、次のフープを通過するときにあなたを援助するボールを先のフープに送ることです。一

旦あなたが使ったボールは、フープ通過後に使うために先に送ります。 
はじめは、試合をするよりも 4-ボール・ブレイクの練習を繰り返すことをお勧めします。（上
手との試合では、なかなか打席の順番が回ってこないので、１試合で１０回程度しか打つこと

ができないかもしれません。）4-ボール・ブレイクの練習では、１回のブレイクで９０回近くボ
ールを打つことになります。（上達の早道は、たくさんボールを打つことです。）この練習を繰

り返すことで、ブレイクを失敗させないためのシングル・ストローク、クロッケー・ショット、

ラッシュ、テイクオフ・ショット等の必要精度が理解できます。 
 

4-ボール・ブレイクのやり方を次頁に記します。  

 - 10 -   



  

 - 11 -   

10.1 The Standard 4

ます。クロッケー・ショットで赤と黄をフープの前後に下左図

stroke. In the 

arning the striker a further 

ショットにおいて主要な目標は、次のストロークでフープを通過させることので

きる位置にストライカー・ボールをはじくことです。第２の目標は、フープ通過後にストライ

カ

stroke gained from running the hoop.  

ar 

BB Ball Positions 
4-ボール・ブレイクのための標準的なボール配置を示します。赤
は第１フープのパイオニア・ボールです。黒は第２フープのパイオ

ニア・ボールです。そして、青はピボット・ボールです。 
事例を簡単にするために、ストライカー・ボールを第１フープの

パイオニア・ボールのラッシュ・ライン上に置きます。 
 
 
 
 
 

10.2 Playing the 4BB 
ストライカー・ボール（黄）は、パイオニア・ボール（赤）を第１フープに向けてラッシュし

のように配置します。 
A. following the roquet the balls are 

placed for the croquet 

croquet stroke the red is sent as a 

reception ball to the far side of the hoop, 

whilst yellow achieves hoop running 

position.  

B. The continuation stroke is used to run 

the hoop e

continuation stroke. 

 
クロッケー・

ー・ボールを当てるために待っているレセプション・ボールがフープの向こう側にあること

です。 
A. Red is roqueted on the continuation 

B. The red is sent to hoop three as a 

pioneer and the striker's ball is sent ne

the pivot in the following croquet stroke.  

 
 
 
 
 



  

レセプション・ボール（赤）にストライカー・ボール（黄）を当て、引き続きクロッケー・シ

ョットを行います。あなたが第２フープを通過するまで、二度と赤に黄の球を当てることがで

き

際、ピボット・ボールの無い場合（3-ボール・ブレイク）にお
い

 
ntly roqueted.  

. A take-off croquet stroke is played to 

osition 

、 2フープのパイオニア・ボール
に向けてテイクオフ・ショットを行い、ラッシュ・ラインンにボールを置きます（上右図）。 

パ

 

1 Leave  
終了後に、あなたが有利となるようにボールを配置することです。たいていの

を始める時にあなたは自制心を失い、打席を終了させることをコントロール

し

11.1 Guarding the Boundary 
打席を終わるならば、相手があなたのボールを狙っ

ボールの近くでヤードラインに戻されます、そし

て

ません。第２フープにはですでにパイオニア・ボール（黒）があります、それゆえに、あな

たはその次の第３フープにパイオニア・ボール送ります。（上右図）このとき、黄はピボット・

ボール（青）付近に送ります。 
何故、第３フープにボールを送るとき、ストライカー・ボールを第 2フープのパイオニア・ボ
ールに送らないのでしょうか？実

て行われることですが、前に記したように、我々は常にラッシュ・ラインンに沿ってボール

に接近したいからです。コートの対角線の距離のフルロール・ショットで黒のラッシュ・ライ

ンン上にストライカー・ボールを送ることは、きわめて難しいことです。 

A. The pivot is ge

B

move the striker's ball into a p

near to the pioneer on hoop 2  

 
 
 
 
 
 
第あなたはピボット・ボールにストライカー・ボールを当て

ここまでで、１つのサイクルを完了しました。それぞれのボールは、第１フープを出発したと

きと同じ位置関係にあります。第 2 フープにパイオニア・ボール（黒）があり、第 3 フープに
イオニア・ボール（赤）があります、そして、ピボット・ボール（青）はまだ中央にありま

す。これが 4-ボール・ブレイクです。 

s1
リーブは、打席

場合、クロッケー

ません。経験豊かなプレーヤーは、相手に対してきわめて不利な状況で、彼の打席を終えま

す。下記は、リーブ戦略についての 2、3の基本的な考えです。 

あなたのボールをヤードライン上に置いて

て失敗した場合に、相手のボールはあなたの

、あなたはそれから簡単に自分の球を相手の球に当てることができます。これは、“guarding 
the boundary”と呼ばれます。 
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逆に言えば、可能ならコートの中央でパートナー・ボールの近くに配置しないように注意して

ください。相手は、あなたのボールを狙うことができます。そして、狙いをはずした場合に、

境

11.2 Joining Wide 
のボールが接近し、あなたのボールが離れています。）で、相手に難

法です。ヤードライン上のパートナー・ボールから 1.5m以上離れた
方

ボールを離れているが当てることのできる距離にボール

を

 
。 

を挟んで、２つの相手のボールを互いに狙えないように配置すること

ワイヤードです。あなたは、２つの自分のボールをコートの最も遠

く

11.4 Playing to a Boundary 
できないとき、相手にとって使うのが難しいように、

。例えば、相手が次に第 2 フープと第 3 フープを通
過

 

2 The Three-Ball Break 
ル・ブレイクの構築を始めるとき、始めに 3-ボール・
第 4のボールを取り入れてください。3-ボール・ブレ

イ

ピボット・

ボ

界線へ逃げることができます。もし相手が当てたなら、簡単にブレイクを開始することがで

きます。  

相手が有利な状況（相手

しいショットを強要する方

向にあなたのボールを打ちます。 
もしあなたがパートナー・ボールを狙って失敗したならば、相手に非常に有利な状況を残して

しまいます。しかし、あなたが自分の

残すならば、相手はあなたのボールを動かすために打席を無駄にする可能性があります。 

注）個人的には自分のボールを中途半端（1.5m～3m）に近づけることは危険だと思っています

11.3 Cross Wiring 
次にあなたが狙うフープ

ができます。これは 1 種の
に置いて打席を終了します。相手の打席が失敗した後、どちらかのボールがあなたのパイオ

ニア・ボールとなります。このようなボール配置を行う場合、相手のボールを少なくとも 1 つ
のボールも狙うことができないように配置してはいけないというワイヤード・ボールに関する

ルール（法律 13）に注意してください。これが起こった場合、相手はそのワイヤード・ボール
をリフトすることができて、ボーク・ラインから打つことができます。 

どうしても安全な狙いを選択することが

あなたのボールを遠ざける必要があります

しようとしている状況で、第１コーナーや第 4コーナーに逃げることです。 

1
あなたがフープを通過するために 4-ボー
ブレイクを構築するようにして、最終的に

クも、4-ボール・ブレイクと同様に上手く考えられた基本的なメカニズムです。 
3-ボール・ブレイクが 4-ボール・ブレイクと大きく異なる点は、2つのボールが各々のクロッ
ケー・ショットでより正確にコントロールされなければならないということです。

ールがないこと以外は、3つのボール配置は 4-ボール・ブレイクと同じです。次のフープとそ
の次のフープにパイオニア・ボールを配置します。 
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12.1 Three-Ball Break with Rolls 
第１フープから始まる基本的な 3-ボール・ブレイクを考えてみましょう。第１と第 2 フープ
に、パイオニア・ボールがあり、ストライカー・ボールが第１フープのパイオニア・ボールの

近くに配置されている状況を想定します。以下の英文を参考にしてください。 
• You roquet the pioneer at hoop one and hopefully rush it closer to the hoop. In the 

croquet stroke the croqueted ball is sent to the far side of the hoop as a reception ball and 
the striker's ball takes hoop running position.  

• In the continuation stroke the hoop is run earning a further continuation stroke and the 
right to roquet all of the other balls on the lawn once again.  

• The reception ball is roqueted. This ball now may not be roqueted again until after hoop 
two so the intention now is to cast it ahead of the break as a pioneer by hoop three. In 
the same stroke the striker's ball must be sent up to the pioneer by hoop two. This 
requires a full roll shot across the length of the lawn.  

• Following the roll the pioneer at hoop two is roqueted and the three-ball break 
mechanism is ready to be started again.  
この方法の弱点は、フープ間で難しい長いロール・ショットを必要とすることです。 

12.2 Three-Ball Break with Stop Shots 
ロール・ショットの代わりにラッシュとストップ・ショットを使って、より簡単に 3-ボール・
ブレイクをすることができます。第２フープ通過までを以下の英文を頼りに考えてみましょう。  
• When approaching hoop one you place the reception ball well north of the hoop whilst 

obtaining hoop running position. You run the hoop to get a rush up the lawn towards 
hoop two.  

• After running the hoop you want to rush the reception ball close to the pioneer at hoop 
two but certainly to its left (west). This rush reduces the length of approach on the 
pioneer by hoop two in the subsequent croquet stroke.  

• In the croquet stroke the old reception ball is sent to hoop three with a stop shot and the 
striker's ball to the pioneer at two.  

 

13 Basic Tactics 
いくつかの役に立つ経験則を以下に記します。 

• あなたが打席を始めるとき、基本的に 6打先までのショットを考慮します。あなたのボール
の各々は、コート上の他 3つのボールを狙うことができます。あなたは、狙ったボールに当
てた場合とはずした場合、各々のケースについて評価しなければなりません。 
   

• 相手のボールが離れていて、自分のボールが近いことは、あなたにとって有利です。 
 

• を避けられることができるならば、芝生の中央でボールを近づけないようにします。 
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• あなたは、相手の打席になる前に、相手のボールのどちらに対しても『ダブル・ターゲット』

とならないように自分のボールを配置しなければなりません。 
 

• あなたは、クロッケー・ショットの時に、２つのボールのどちらが重要なボールであるかに

ついて確認しなければなりません。それは、通常ストライカー・ボールです。ストライカー・

ボールがフープを通過できないならば、フープ通過後のために適切に配置されたレセプショ

ン・ボールは無意味です。同様に、あなたがピボット・ボールに自分の球を当てることがで

きないならば、美しく配置されたパイオニア・ボールは決して使われません。 
   

• クロッケー・ショットでテイクオフ・ショットを行うときはいつでも、『最も安全な側』か

ら打ってください。例えば、あなたがヤードラインの上のボールからテイクオフ・ショット

を行うなら、はじかれたボールがコートの外に出ないように打ってください。 
     

• 常に、正確にボールが置かれるところを確かめることを心がけてください。ボールの位置を

遠くから確認すると、しばしば間違います。  
 

14 The End Game 
ボールをペグ・アウトするときの戦略を説明します。あなたが片方のボールだけをペグ・アウ

トできる状況で、もう片方のボールは通過すべきフープがたくさん残っている場合、次の打席

であなたの相手は、勝つ可能性を増やすために、あなたのボールのうちの 1 つを故意にペグ・
アウトするかもしれません。 
最後のフープを通過したボールは、ローバー・ボールと呼ばれています。ビスクなしのゲーム

において、あなたはあなたのパートナー・ボールがローバーであるかどうかにかかわりなく、

あなた自身のボールをペグに当てることができます。しかし、ハンディキャップゲームにおい

ては、相手の片方のボールがペグ・アウトしているか、又は自分のパートナー・ボールがロー

バー・ボールの場合に限って、あなたは自分のボールをペグ・アウトすることができます（法

律 38）。この規則は、上手のプレーヤーがコートに 3つのボールだけを残して下手のプレーヤー
に 3-ボール・ブレイクを強制するのを止めるために、ハンディキャップゲームに取り入れられ
ました。  

14.1 Use Stop Shots to Peg Out 
あなたがクロッケー・ショットで前方のボールをペグに当てようとしているならば、あなたは

まっすぐなストップ・ショットを使うべきです。ストップ・ショットでは、前方のボールは意

図された方向に向かいます。しかしロール・ショットでは、『引き』と呼ばれている影響のため

に、ボールが意図された方向から外れることがあります。ストップ・ショットならば、3m離れ
ていてもペグにボールを当てることができるはずです。 
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14.2 Avoid Making Rover off Partner Ball 
あなたのパートナー・ボールがローバー・ボールで、ストライカー・ボールがブレイク中の場

合、その打席であなたの２つのボールをペグ・アウトしようとしているならば、ペグの近くに

パートナー・ボールを残しておくのが有効です。それから、ローバー・フープを通過するため

に相手のボールを使います。ローバー・フープを通過した後に、相手のボールにロッケーし、

パートナー・ボールの近くに向かってテイクオフ・ショットを行います。パートナー・ボール

にロッケーし、クロッケー・ショットによりペグ・アウトします。  
あなたがあなたのパートナー・ボールを使ってローバー・フープを通過するならば、あなたは

ペグ・アウトするために、ローバー・フープを通過した後でパートナー・ボールをラッシュに

よりペグ近くにに送らなければなりません。 
あなたが 4‐ボール・ブレイクを行っていて、最後から２番目のフープを通過した状況につい
て説明します。通常の 4‐ボール・ブレイクでは、フープ通過後のクロッケー・ショットであな
たは次の次に狙うフープにパイオニア・ボールを送りますが、現在狙っているフープはローバ

ー・フープだけです。したがって、第 2 のレセプション・ボールの働きをするようにボールを
送ります。あなたはローバー・フープ通過後にこのボールに当てて、ペグ付近のあなたのパー

トナー・ボールのラッシュ・ラインに向けてテイクオフ・ショットをします。 
ちなみに、あなたのパートナー・ボール（ローバー・ボール）をペグにラッシュしたときに、

そのボールがペグに当たった場合、あなたの打席は終わりますので注意してください。何故な

らパートナー・ボールボールはペグに当たるとペグ・アウトでコートの外に出すので、あなた

はクロッケー・ショットを行うことができなくなるからです。 
 

 - 16 -   



  

Guide to Croquet Etiquette 
General／What's He Doing? ／bisques／Hindered Strokes／Double Banking 

 

General 
• 試合の前に試合のコートで練習してはいけません。 
• ハンディキャップのより少ないプレーヤーがコイントスを行います。  
• ゲームが始まる前に制限時間、ビスクの数、ゲームのタイプを確かめてください。  
• 相手がプレーしているとき、あなたはコートの外にいなければなりません。 (Law 51).  
• あなたは不当な遅れなしでプレーを進めなければなりません。ダブルスでの長い作戦会議に

よる中断は受け入れがたいです。(Law 49)時間制限のあるゲームで、故意にゆっくりプレー
し、それがあなたの利点になる場合は、不正行為となります。  

• 主審を呼び出すには、頭上に垂直にマレットを持ち上げてください。主審はあなたのプレー

を確認し、正しい結論を下すでしょう。主審は、ルールの説明と間違いを整理しますが、ア

ドバイスはしません。 
• 副審を呼び出すには、頭上に水平にマレットを持ち上げてください。副審はあなたのプレー

を確認し、正しい結論を下すでしょう。副審はルールの説明もアドバイスもしません。 
 

What's He Doing? 
• あなたは、相手がまさに間違ったボールをたたくところであることを相手に話してはなりま

せん。(Law 23b) 
• あなたは相手が間違ったフープに接近するのを見るか、再びボールに自分のボールを当てよ

うとしているように見える時、そのプレーをじゃまするべきではありません。経験則として、

相手にそのプレーをさせ、次のストロークの前に、そのことに関して、相手にたずねてくだ

さい。相手は先進の戦術をしているかもしれません、あるいは間違いをしたかもしれません。

そして、あなたはそれを整理するために彼らの次のストロークの前にプレーを止めなければ

なりません。 
 

Bisques 
• あなたがコートから外に出たとき、ビスク（ハンディキャップターン）を使う権利は無くな

ります。あなたは、ビスクを使わないことに決めるまで、コートを去らないでください。 
• あなたが、ビスクを使うとき、相手から承認を確認しなければなりません。あなたが確認さ

れていないビスクを使い、うまくプレーを継続したならば、あなたはボールを元に戻し、再

び初めからやり直さなければなりません。 
• あなたが特別に確認しない限り、ハーフビスクを使っているつもりでもビスクを使っている

判断されます。あなたがハーフビスクを使うとき、相手が承認したことを確認してください。  
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Hindered Strokes 
• あなたがストロークに疑わしい結果があるのを感じるならば、望ましくは主審または副審に

よって、判断されなければなりません。  
• あなたのボールがフープの近くで、あなたのストロークが、クラッシュ、ダブル・タップ、

ベベルエッジフォルト、その他の（法律 28）可能性があるならば、あなたはストロークを
主審または副審に見てもらわなければなりません。 

• あなたがフープ内のボールに当てることを確認する場合は、フープの近くに立って上からそ

れを見てください。  
 

Double Banking 
• 異なるゲームの選手が互いの邪魔になる場合、プレーの優先順位はブレイク中のプレーヤー

または速くプレーが終わりそうなプレーヤーに与えられます。ゲームが制限時間の近くにあ

る場合は、通常そのゲームのプレーヤーに優先順位が与えられます。 
• あなたのまたは他のゲームでも、プレーヤーの打つ方向のライン上を横切ることは避けてく

ださい。  
• 他のゲームからのボールがあなたのプレーに障害であるならば、あなたはそれをマークする

ことを考えなければなりません。その場合、ボールに触れる前に、あなたは両方のプレーヤ

ーの許可を得なければなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：Oxford Croquet：http://www.oxfordcroquet.com/

上記 HP内の“Beginners Leson-1～4”及び“Croquet Etiquette“の英文を基に、特に必要
な事項を選んで編集し、日本語に置き換えたものです。また、必ずしも忠実に翻訳したもの

ではなく、まだ十分とはいえません。今後も、考え方が伝わるように記述することを心がけ、

私のクロッケーに対する理解が深まるにつれ改訂する予定です。 
Oxford Croquetの HPは英文ですが、他にも有益な記事がたくさん掲載されていますので、
ぜひごらんになってください。 
 

２００６．３．１１． 
文責：日本クロッケー協会 押田 悟 
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