囲碁とジャンケンを組み合わせたようなボードゲームです。
This board game is a mix of stone paper scissors and go.
円形のコマは壁と呼びます。
We name circle pieces as Wall.
グー、チョキ、パー、壁、キングはそれぞれの合計で上下に３歩まで動けます。
Stone, paper, scissor, wall and king can move 3 steps in total in directions of vertical and
horizon.
例えば、グー１歩、チョキ一歩、壁一歩、の合計で３歩です。
For example, stone one step, scissor one step, wall one step. Then, 3 steps in total.
例えば、壁３歩。
For example, wall 3 steps.
例えば、パー２歩、キング一歩で、合計３歩です。
For example, paper 2 steps, king one step. Then, 3 steps in total.
壁とグーチョキパーキングで敵のコマを囲ったとき敵のコマを取れます。このルールは囲碁
と同じです。コウのルールも含みます。
When wall, stone, scissor, paper and king surround opponent’s pieces, you can take the
opponent’s pieces. This rule is same as go. rule of ko is also included.
例えば、キングの一歩目で敵の壁の四方を囲み、壁をボードから取り除いた後、キングを３
歩目まで歩かせることができます。
For example, king moves one step and surrounds enemy’s single wall. Then, you get rid of
the wall from the board. Then you let the king keep moving till the third step.
トライルールを採用しています。キングは敵陣の一番奥までたどり着くと勝ちとなります。
また、キングが取られても負けになり、相手のキングと取ると勝ちになります。また、囲碁
のように相手のキングを囲ってとってももちろん勝ちです。
There is a try rule in this game. If your king reachs to the opposite side of your field which is
opponent’s field, you win immediately. Also, you lose if your king is taken or win if you take
the opponent’s king. What’s more, if you surround opponent’s king just like go’s rule, off
course you win.
グー、チョキ、パーの勝ち負けはジャンケンのルールと同じです。
Win or lose of stone, scissor and paper are same as ordinary rule.
グーはチョキに勝てますが、パーには勝てず、あいこの時は引き分けとなります。
stone win against scissor, but lose against paper. When stone fight against stone, the result
is draw.
キングはほかのコマを一切取ることができません。グーチョキパーはキングを倒せます。
King can not take any other pieces. Stone paper scissors can take the king.
壁は倒されないし、ほかのコマを倒しません。
wall is not taken by others, and is unable to take the other pieces.
例えば、１か２歩目でグーが相手のチョキを倒し、その後グーは３歩目まで移動を続けるこ
とができます。もちろん、ほかのコマを動かしても良いです。
For example, your stone kills opponent’s scissor at first or second steps, then your stone still
can keep moving until its third step. off course you have other option to move the other
piece.

自分のターンにできること
What you can do in your turn.
・コマを３歩動かす（コマとは、グー、チョキ、パー、キング、壁のこと。）
・move pieces for 3 steps.(pieces are stone paper scissor king wall.)
・壁を置く（壁は開いてる場所どこに置いてもよい。）
・put a wall(you can put a wall freely on any empty space)

以上の２つを好きな順番で行ってよい。
you can act above two in free order.
例えば、壁をボードの中央らへんに置いて、チョキを３歩前進させる。
For example, you put a wall on the middle of the board, then move a scissor for 3 steps.
これを自分と相手で交互に繰り返します。
These actions are repeated alternately between you and opponents.
青が先手です。
Blue is first to move.
壁は５つ与えられます。
You are given 5 walls.

