
	 プレイ人数：3人～ 6人	 対象年齢：8歳～
	 プレイ時間：30min

 概要 
十種競技は陸上競技の中でも最も過酷と言われる競技の一つです。
プレイヤーは陸上選手の一人となり、100m走、走り幅跳び、砲丸
投げ、走り高跳び、400m走、110mハードル、円盤投げ、棒高跳び、
やり投げ、1500m走をこなします。
“run（走）”、”jump（跳）”、”throw（投）”の 3種類の能力がすべて必
要となります。
それらの能力をうまく配分して、総合優勝し King	of	Athletesの
称号を目指しましょう。

 ゲームの目的 
このゲームは、メダルカードに書かれている勝利点を集めること
が目的です。この勝利点の合計が最も多いプレイヤーがゲームの
勝者となります。
メダルカードを得るためには、10種の競技を順番に行って各競技
で 1位か 2位になるしかありません。

 内容物 
スタートプレイヤーカード	 1 枚

メダルカード	 20 枚
　勝利点が書いてあります。
勝利点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
枚数 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

能力カード	 74 枚
　能力名と能力値が書いてあります。

能力名……run（走）、jump（跳）、throw（投）
の基本 3種と All（オールマイティ）があり
ます。
All は run（走）、jump（跳）、throw（投）の
いずれの能力としても扱えます。
能力値はそれぞれの能力の強さを示し、3
～ 10 のいずれかが書かれています（絵の
中のゼッケンの数字はゲームと関係があり
ません）。

能力カードの内訳は以下の通りです。
run（走）……28枚
能力値 3 4 5 6 7 8 9 10
枚数 4 4 4 4 3 3 3 3

jump（跳）……20枚
能力値 3 4 5 6 7 8 9 10
枚数 3 3 3 3 2 2 2 2
throw（投）……20枚
能力値 3 4 5 6 7 8 9 10
枚数 3 3 3 3 2 2 2 2
All（オールマイティ）……6枚
能力値 8
枚数 6

競技カード

　競技名、ルールや判定方法、競技順が書いてあります。

競技名……
　競技の名前です。

競技順……
　基本ルールで行った
場合の登場する競技の
順番を示しています。

ルールや判定方法……この競技のルールや判定方法を
　アイコンで示しています。

 ゲームの準備 
一番最近実際に十種競技をした人がスタートプレイヤーです。該
当者がいない場合は任意の方法（じゃんけんなど）で決めてくだ
さい。スタートプレイヤーになったプレイヤーはスタートプレイ
ヤーカードを受け取り、自分の前に表向きにして置いておきます。

最初に各プレイヤーに渡すカードの準備を行います。
能力カードからオールマイティーカードを取り出して、全プレイ
ヤーに 1枚づつ配ります。残ったオールマイティーカードはゲー
ムに使用しませんので箱に戻します。
残りの能力カードを全てよく混ぜてからひとまとめにして、裏面
を上にしてテーブルの中央に置きます。これを【能力カードの山】
と呼びます。
スタートプレイヤーは、全プレイヤーに【能力カードの山】から
能力カードを 4枚ずつ配ります。

この時点で各プレイヤーは能力カードを 5枚（オールマイティー
カード 1枚とその他 4枚）持ちます。これを他のプレイヤーに見
えないようにして手に持ちます。これを手札と呼びます。

次に他のカードの準備を行います。
競技カードを競技順⑩が一番下になり以後⑨、⑧、⑦と順になら
べて一番上が競技順①になるようにして裏面が上になるようにひ
とまとめにします。これをテーブルの脇に置きます。これを【競
技カードの山】と呼びます。

メダルカードをすべて裏向きにして良く混ぜてからひとまとめに
し、テーブルの脇に置きます。これを【メダルカードの山】と呼
びます。

競技カードの山から競技カードを 1枚めくり、競技カードの山の
隣に置きます。
メダルカードの山から 1枚を裏向き、1枚を表向きにして競技カー
ドの横に並べて置きます。

これを 3回繰り返します。
競技カード 1枚とメダルカード 2枚のセットを 3つ作ることにな
ります。



全体としてこのようなカード配置となります。
競技カードの山 能力カードの山

（裏）

メダルカードの山

（裏） （裏）

競技① メダル
（表）

メダル
（裏）

競技② メダル
（表）

メダル
（裏）

競技③ メダル
（表）

メダル
（裏）

これでゲームの準備は完了です。

 ゲームの流れ 
このゲームは全部で 10ラウンド行います。
各ラウンドは以下の手順を順番に行います。
　　⑴準備フェイズ　　⑵競技フェイズ　　⑶終了フェイズ

⑴準備フェイズ
めくられた競技カードのうち競技カードの山の隣に一番近いカード
をテーブル中央に置きます。これがこのラウンドで行われる競技に
なります。
また、その横に置いてある、メダルカード 2枚のうち裏向きの 1枚
も表向きにし、２枚ともテーブル中央に置きます。
能力カードの山から、能力カードをプレイ人数に応じた枚数をめく
り、表にしてテーブル中央に置きます。これを【補充カード】と呼
びます。能力カードの山がなくなった場合は、捨て札になっている
能力カードをよく混ぜて再び能力カードの山を作ります。

プレイ人数 補充カードの数
3人 4枚
4人 6枚
5人 8枚
6人 10枚

競技カードの山 能力カードの山

（裏）

メダルカードの山

補充カード

（裏） （裏）

競技① メダル
（表）

メダル
（裏）

競技①

メダル
（表） 能力 能力 能力

能力 能力能力

能力

能力
競技② メダル

（表）
メダル
（裏）

競技③ メダル
（表）

メダル
（裏）

（5人プレイの例）

メダル
（表）

⑵競技フェイズ
準備カードでテーブル中央に置いた競技カードの競技を行います。
各競技の詳細については別紙【競技の詳細】を参照してください。
競技カードにはこのフェイズで各プレイヤーが手札から出さなけれ
ばいけない能力カードの能力名と枚数、出し方、タイミングが示さ
れています。
競技カードに特別な指示が無い限り、プレイヤーは必ず 1枚は能力
カードを出さなくてはなりません。
指定された能力と異なる能力の能力カードを出した場合は、指定さ
れた能力値 0のカードとして扱います。
競技カードに指定されているルールに従って能力カードを出した後

で、1位から順に順位を付けます。同点の場合はスタートプレイヤー
から時計回りで近い順に順位が上になります。つまり、そのラウ
ンドのスタートプレイヤーは若干有利になります。
このフェイズで公開した能力カードはすべて捨て札として能力
カードの山の横に置いておきます。
捨て札は表向きにしておきます。捨て札の内容はいつでも確認し
てかまいません。

⑶終了フェイズ
競技フェイズで順位が決まったら、順位が低いプレイヤーから順
番にカードの補充を行います。
6人の場合、6位⇒ 5位⇒ 4位⇒ 3位⇒ 2位⇒ 1位、といった具
合です。
6位から 3位のプレイヤーは補充カードから好きなカードを 2枚
選び手札に加えます。
2位のプレイヤーは補充カードから好きなカードを 1枚選び手札
に加え、メダルカード 2枚のうち点数の低い 1枚を取り自分の手
前に裏向きにして置いておきます。
1位のプレイヤーは補充カードの最後の 1枚を手札に加え、残っ
た点数の高いメダルカード 1枚を取り自分の手前に裏向きにして
置いておきます。また、1位のプレイヤーはスタートプレイヤーカー
ドを受け取り、次ラウンドのスタートプレイヤーになります。

全員、補充が終わったら自分の手札の枚数を確認します。手札が 9
枚以上あるプレイヤーは8枚になるまで捨て札にします。捨て札に
するカードは自由に選択できます。複数のプレイヤーが該当する場
合は、スタートプレイヤーから時計回りに処理をおこないます。
また、手札が 2枚以下のプレイヤーは、3枚になるまで能力カー
ドの山からカードを引き手札に加えます。

1～ 7ラウンドは、競技カード
を 1枚めくり、既に表になって
いる競技カードの下に並べます。
メダルカードの山から 1枚を裏
向き、1枚を表向きにして今回
めくられた競技カードの横に並
べます。
8、9ラウンドでは競技カードを
めくることなく次のラウンドに
進みます。

競技② メダル
（表）

メダル
（裏）

競技③ メダル
（表）

メダル
（裏）

競技④ メダル
（表）

メダル
（裏） 追加

10ラウンドの場合、ゲームの終了・勝利条件へ進みます。

 ゲームの終了・勝利条件 
各プレイヤーは自分の手前に裏向きにして置いてあるメダルカー
ドの勝利点を合計します。
合計勝利点が一番多いプレイヤーの勝利です。
同点の場合、手札の枚数が多いプレイヤーの勝利です。
それでも同点の場合は引き分けです。

 オプションルール 
ゲームの準備の際、競技カードを競技順に並べるのではなく、
シャッフルしてランダムにしても良いでしょう。
※最後の 10枚目は 1500m走にすることをお勧めします。

このたびはお買い上げ頂きありがとうございました。ご意見・ご感
想はOKAZU（okazubrand@gmail.com）までお願いいたします。
制作：OKAZU	brand
( 最新情報はこちらへ　http://okazubrand.seesaa.net/)
ゲームデザイン：林尚志（OKAZU）
グラフィックデザイン：ryo@にゃも	 マニュアル校正：HAL99
テストプレイ：いつものメンバー	 印刷：㈱ポプルス



【競技の詳細】
100m走 競技順：1

ルール：全員で一斉に runを 1枚出す。全員が 1枚出したら終了。

順位：能力値がより高いプレイヤーが上位となる。

走り幅跳び 競技順：2

ルール：スタートプレイヤーから時計回りで run を 1枚出した後、スタートプレイヤーから時

計回りで jumpを 1枚出す。全員が 2枚出したら終了。

順位：能力値の合計がより高いプレイヤーが上位となる。

砲丸投げ 競技順：3

ルール：全員で一斉に throwを 1枚出す。全員が 1枚出したら終了。

順位：能力値がより高いプレイヤーが上位となる。

走り高跳び 競技順：4

ルール：スタートプレイヤーから時計回りで「1以上の能力値の jumpを 1枚出す」「パスをする」

のいずれかを選択する。全員がパスをするまで何周も続く。1度パスをしたプレイヤーの手番

は飛ばされる。

順位：先にパスをしたプレイヤーが下位となる。

※同じ周回でパスしたとしても先にパスしたプレイヤーが下位となる。

400m走 競技順：5

ルール：全員で一斉に run を 1枚出したあと、スタートプレイヤーから時計回りで run を 1

枚出す。全員が 2枚出したら終了。

順位：能力値の合計がより高いプレイヤーが上位となる。

110mハードル 競技順：6

ルール：スタートプレイヤーから時計回りでrunを1枚、jumpを1枚の合計2枚を1度に出す。

1周で終了。

順位：2枚のカードの能力値のうち低いほうを比べ、より高いほうが上位となる。

※同点の場合、もう一枚のカードを比べ、より高いプレイヤーが上位となる。それでも同点の

場合、スタートプレイヤーから時計回りで近いプレイヤーが上位となる。

円盤投げ 競技順：7

ルール：スタートプレイヤーから時計回りで「1以上の能力値のthrowを1枚出す」「パスをする」

のいずれかを選択する。全員がパスをするまで何周も続く。1度パスをしたプレイヤーの手番

は飛ばされる。

順位：能力値の合計がより高いプレイヤーが上位となる。

棒高跳び 競技順：8

ルール：1周目ではスタートプレイヤーから時計回りで run、jump、throw のいずれかを 1

枚ずつ出す。2週目は 1週目に出さなかった 2種類の能力のうちいずれか 1枚を出す。3周目

では 1周目、2週目で出さなかった残り 1種類の能力の 1枚を出す。合計 3周で終了。

順位：3枚のカードの能力値のうち一番低いカードの能力値を比べ、より高いほうが上位となる。

※同点の場合、2番目に低いカードの能力値を比べ、より高いプレイヤーが上位となる。

それでも同点の場合、3番目に低いカードの能力値を比べ、より高いプレイヤーが上位となる。

それでも同点の場合、スタートプレイヤーから時計回りで近いプレイヤーが上位となる。

やり投げ 競技順：9

ルール：全員で一斉に run を 1枚出したあと、スタートプレイヤーから時計回りで throwを

1枚以上好きな枚数出す。各プレイヤーが throwを 1回出したら終了。

順位：能力値の合計がより高いプレイヤーが上位となる。

1500m走 競技順：10

ルール：全員で一斉に能力カードを好きな枚数だけ出す。

順位：能力値の合計がより高いプレイヤーが上位となる。


