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申し込み・問い合わせ：佐倉市民体育館 tel.486-1041 

1チーム3人、2チーム6人で試合を行いま
す。 

▼先攻、後攻は初回のみコイントスなど
で決め、2回目以後は前回に得点をあげ

たチームから始めます。前回が同点で
あった場合、先攻、後攻の順序は前回と

変わりません。 
 

▼6ゲーム行い、その総得点を競います 

オフシーズンでも楽しめるよ
うに、氷上ではなくカーペット
の上でできるカーリングとし
て、1979年にスウェーデン、
ヨーテボリ出身のカール＝
オーケ・アールクビスト
（Carl-Åke Ahlqvist）によっ
て考案された。「ユニバーサ
ル・カーリング」（みんなの
カーリング）を略してユニ
カールと名付けられている。 

日本には1980年代に紹介さ
れ、日本ユニカール協会を
中心に高齢者や障害者も気
軽に楽しめるニュースポーツ
として普及活動が進められ
ている[1]。全国スポーツ・レ
クリエーション祭では青森大
会（青森市、2007年）[2]、滋
賀大会（木之本町、2008年）
[3]にフリー参加種目として実
施されたほか、富山大会（舟
橋村、2010年）[4]でも予定さ
れている。2007年の秋田わ
か杉国体では大館市でデモ
ンストレーション種目として
ユニカールが行われた[5]。 

反則は？ 
◇試合は、１チーム３人、２チーム６人!!  ◇初心者や高齢者でもすぐできます。 

ルール 
1.先攻、後攻は1ゲーム目のみジャンケンなどで決め、2ゲーム目以後は前回のゲームで
得点をあげたチームから始めます。前回のゲームが同点の場合、先攻、後攻の順序は前
回のゲームと変えません。 

2. 6ゲーム行い、その総得点を競います。 

3.先攻チームプレイヤーから、スタートラインに立ちストーンを投げます。 

 チーム内の投げる順序は自由です。チームメイトのアドバイスもOK! 

★相手チームのストーンを弾き飛ばしたり邪魔したり，味方チームのストーンを軽く押し，
助けたりしてもかまいません。  

ストーンの投げ方 
1.（右利きの場合）右手でストーンのグリップを握って、 

  ストーンの滑走面を上に向けます。 

2.胸のあたりまでストーンを持ち上げ、ねらいを定めます。 

  このとき、左手でバランスをとるようにストーンを軽く支えます。 

3.次に、遠心力を利用するために、大さくバックスイングをします。 

4. ストーンの重さを利用するために、左足を1歩踏み出し、 

  低い姿勢で足元から滑らせるように投げます。  

※腕力に自信のない方でも、プレーが楽しめます。 
 

 

 

 ほうり投げずに、足元から滑らすように投げてください。 

貸し出しています!! 
▽ユニカール・スタンダード  

ストーン6個（青色3・黄色3） 
スライドカーペット・・・1枚
10m×2.0m 
 

▽ユニカール・ジュニア 

ストーン6個（青色3・黄色3） 
スライドカーペット・・・1枚
8m×1.2m 

各2セットずつ有り 

ワックスも貸出しています。 
 

 

 

 

コートの名称 

■得点の計算法 

▽試合の勝敗は6回の合計得点に
よって決められます。 

▽センターサークルに一番近いス
トーンに1ポイントが与えられます。
また同チームのストーンがセンター
サークルから1番、2番に位置したと
きは2ポイント、同じく1番、2番そし
て3番を占めたときは3ポイントが与
えられます。従って1回における得
点は通常1－0、2－0または3－0で
終ります。 

▽両チームのセンターサークルに一
番近いストーンがセンターサークル
から等距離であった場合は引き分
けとなり、その回は0－0となります。
また両チームのいずれのストーンと
も、サークルに触れていない場合も
引き分けとなります。  

 

bar 

A対B：2-02-0 

 ▼センターサークルに1番近いス
トーンはA1、2番目もA2、3番目はB

なので、Aチームの2ポイント、Bチー
ムの0ポイントとなります。 

bar 

A対B：1-01-0 

 ▼センターサークルに1番近いス
トーンはA1、2番目もA2、3番目はB

ですが、A2はサークルに触れてい
ないので、A1のみがカウントされ、A

チームの1ポイント、Bチームの0ポ
イントとなりよす。 

bar 

  

 

A対B：0-00-0 

 ▼両チームのストーンともサークル
に触れていないので、0－0となりま
す。  

bar 

A対B：0-00-0 

 ▼A1とB1がセンターサークルから
等距離なので、0－0となります。 

bar 

A対B：1-01-0 

 ▼ A2よりもB1の方がサークルの
中心に近いのでAチームの2ポイン
トとはならず1－0となります。  

bar 

A対B：3-03-0 

 ▼Aチームのストーンが3個ともB1

よりも中心に近いので3－0となりま
す 

  

得点の計算方法 
1.試合の勝敗は６ゲームの合計点で決めます。 

2.各ゲームで得点を獲得するのはどちらか片方のチームのみです。 

 ⇒センターサークルに一番近いストーンを投げたチームに得点が入ります。 

   相手チームよりも中心に近いストーンが複数ある場合は、その数だけ得点になります。 

3.両チームのセンターサークルに一番近いストーンがセンターサークルから等距離であっ
た場合は引き分けです。また両チームのいずれのストーンともサークルに触れていない場
合も引き分けです。 

4. ６回を終了し，両チームの総合得点が同点であった場合は、ターゲットユニカ方式、偶
数回の延長戦、３人のジャンケンなどで勝負を決めます。 
 

貸出用具 

□貸出は市内団体に限ります。地域やグループ等でご利用くだ
さい。 

 

■用具を借りるには？ 

①電話又は体育館窓口で   空き状況を確認し予約する 

②借用書を提出(指定様式) 

 （用具の受取時でも可） 
③体育館まで用具を受け取りに行く 

④使用後、体育館に返却 

 

貸出用具は8Ｈ×4セット有 

※原則、1団体8Ｈ×2セット   

  まで貸出できます。 

※3セット以上の貸出は、 

    お問い合わせください。 

※クラブ、ボールだけでも 

    貸出しています。 

貸出は市内団体に限ります。 
用具を借りるには？ 

①電話または体育館窓口で空き状況を確認し予約する 

②借用書を提出（指定様式）※用具の受取時でも可 

③体育館まで用具を受け取りに行く    

④使用後、体育館に返却 

随時受付中！！ 

無料！！ 

 

カーペットの上のカーリング    ～力よりも技術と戦略がものいうスポーツ～ 

チーム名 1 2 3 4 5 6 計

ＡＲＡＳＨＩ 1 0 0 2 0 0 3

ＢＵＭＰ 0 0 3 0 0 1 4

unicurl Score Card

各ゲームの点数を
記入 

チーム名を記入 

総合計を記入 

A対B：2-0   

2点 

0点 
1点 

3点 

ニュースポーツで健康力・地域力UP! 

ユニカールを紹介します 
                  

ワックスはどう使う？ 

監修：佐倉市民体育館 

   スポーツ事業部 

       吉永直茂 
 

 

☆ストーンの滑り具合を判断しな
がら、滑走面を専用ワックスがし
み込んだ布で拭いてください。 

チーム名 1 2 3 4 5 6 計

佐倉 1 0 0 2 0 0 3

体育館 0 0 3 0 0 1 4

unicurl Score Card
無効となるプレー 
1.ストーンを投げる際に、スタートラインから足が出てしまった場合 

2.ストーンがバックライン、サイドラインから完全に外れた場合 

3. 投げたストーンが他のストーンに乗り上げてしまったり、横転してしまった場合 

ストーンが無効となったときは、直ちに取り除きます。 

無効となったストーンによって移動させられたストーンは、元の位置にもどします 

元の位置が明確にできないときは、無効となったストーンによって移動させられた
ストーンのチームは、そのままの状態でゲームを続行するか、その回を無効にし
てやり直すか、どちらかを選ぶことができます 

 

貸出しは 
市内団体に限ります。 
地域やグループ等で 
   ご利用ください。 

詳しいルールなどは日本ユニカール協会ＨＰを参照http://www.unicurl.net/ 

用具は大切に使っ
てね。 終わったら、

次に利用する人の
ために、用具の清
掃をお願いします 

貸出は… 
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