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基本

あなたのテーブルでのポジション

レイト ミドル アーリーブラインド
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プリ フロップでのプレーの仕方

スターティング ハンド チャート

あなたの前に 1 人以上がレイズした場合:
AA, KK, QQ, AKs または AKo 以外のハンドはすてます。述べられたハンドではレイズし続け
ます。

あなたの後に 1 人がレイズした場合:
どのハンドでもよいのでコールします。AA, KK, QQ, AKs または AKo の場合はレイズし続けます。

あなたの後に 1 人以上がレイズした場合:
JJ, TT, 99, AQs, AQo または AJs でレイズをコールします。AA, KK, QQ, AKs または AKo では
レイズし続けます。

非常に強いハンド: AA, KK, QQ  /  AKs, AKo

他のプレイヤーの行動 アーリー ミドル レイト SB BB
...は問いません キャップ

強いハンド: JJ, TT, 99  /  AQs, AQo, AJs 

他のプレイヤーの行動 アーリー ミドル レイト SB BB
全員がフォールドする レイズ

1 人が BB をコールする レイズ

2 人以上が BB をコールする レイズ

1 人がレイズ、残りはフォールドする フォールド レイズ

1 人がレイズ、最低 1 人がレイズをコールする コール

やや強いハンド: AJo, ATs, ATo, KQs, KQo
他のプレイヤーの行動 アーリー ミドル レイト SB BB
全員がフォールドする フォールド レイズ

1 人が BB をコールする フォールド レイズ

2 人以上が BB をコールする フォールド レイズ

1 人がレイズ、残りはフォールドする フォールド コール

1 人がレイズ、最低 1 人がレイズをコールする フォールド (KQs はコール) コール

投機的なハンド: 88 から 22  /  KJs, KTs, QJs, QTs, JTs, T9s 

他のプレイヤーの行動 アーリー ミドル レイト SB BB
全員がフォールドする フォールド レイズ

1 人が BB をコールする フォールド コール チェック

2 人以上が BB をコールする コール チェック

1 人がレイズ、残りはフォールドする フォールド コール

1 人がレイズ、最低 1 人がレイズをコールする コール

ミックス ハンド: KJo, KTo, QJo, QTo, JTo  /  A9s から A2s, K9s, 87s, 98s 

他のプレイヤーの行動 アーリー ミドル レイト SB BB
全員がフォールドする フォールド レイズ

1 人が BB をコールする フォールド コール チェック

2 人以上が BB をコールする フォールド コール チェック

1 人がレイズ、残りはフォールドする フォールド

1 人がレイズ、最低 1 人がレイズをコールする フォールド
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フロップでプレーできるハンドの種類

完成ハンド

► トップ ペア

          

       
►	 オーバー ペア

          

       
► ツーペア

► スリーカード

► ストレート

► フラッシュ
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フロップでプレーできるハンドの種類

未完成なハンド/ドロー

► OESD

► フラッシュ 
　　ドロー    

► モンスター 
　　ドロー

      

       
►	 ガッツショット

          
   
► ダブル 
　　ガッツショット

   
    
► オーバー 
　　カード

► オーバー カード 
     + ガッツショット
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フロップでの戦略

INFO

モンスター (ツーペア以上)

►  できる限りベットし、レイズする。

トップ ペアまたはオーバー ペア
►  1 度だけベットまたはレイズする。
►  あなたの後にレイズがあった場合、コールする。

モンスター ドロー

►  できる限りベットし、レイズする。

フラッシュ ドロー、OESD またはダブル ガッツショット

►  1 度だけベットまたはレイズする。
►  あなたの後にレイズがあった場合、コールする。

ガッツショットまたはオーバー カード

►  プリ フロップでレイズし、2 人以下のプレイヤーが 残っている場合にのみベットする。
►  ポット サイズがコールする額の 10 倍以上である場合にのみ相手がしたベットやレイズをコールする。

ガッツショットまたはオーバー カード

►  1 度だけベットまたはレイズする。
►  あなたの後にレイズがあった場合、コールする。

トラッシュ ハンド

►  プリ フロップでレイズし、2 人以下のプレイヤーが残っている場合にベットする。
►  あなたの前にベットがあるか、あなたの後にレイズがあった場合、フォールドする。
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ターンでの戦略

INFO

誰もベットしておらず、あなたに主導権がある場合

次のハンドでベットします ► トップ ペア以上の完成ハンド
      ► 残っているプレイヤーが 2 人以下の場合のドロー

次のハンドでチェックします ► 残っているプレイヤーが 2 人以上の場合のドロー 
   (正しいオッズでベットをコールするため)
    ► トップ ペア未満のハンド

誰もベットしておらず、あなたに主導権がない場合

次のハンドでベットします ► ツーペア以上

次のハンドでチェックします ► ツーペア未満のハンド

あなたの前に誰かがベットした場合

次のハンドでレイズします ► ツーペア以上

次のハンドでコールします ► トップ ペアまたはオーバー ペア
     ► モンスター ドロー、フラッシュ ドロー、OESD またはダブル ガッツショット
     ► ガッツショット - ポット サイズがコールする額の 10 倍以上である
　　　　　　　　　　　　　　　　　場合にのみ

次のハンドでフォールドします ► 上に述べられていないハンド

誰かがベットし、その後 1 回または数回レイズがあった場合

次のハンドでレイズします ► ツーペア以上 - ホール カードとコミュニティ カードの間で自分が
　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト ハンドを持っていると推測できる場合

次のハンドでコールします ► ツーペア以上 - コミュニティ カードの発展から自分のハンドがベスト 
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンドでないと推測できる場合

次のハンドでフォールドします ► ツーペア未満のハンド
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ターンでの戦略

INFO

あなたの後に 1 人がベットした場合

次のハンドでレイズします ► ツーペア以上

次のハンドでコールします ► トップ ペアまたはオーバー ペア
  ► モンスター ドロー、フラッシュ ドロー、OESD またはダブル ガッツショット
  ► ガッツショット -  ポット サイズがコールする額の 10 倍以上である
　　　　　　　　　　　　　　　　　場合にのみ

次のハンドでフォールドします ► 上に述べられていないハンド

あなたの後に 1 人以上がレイズした場合

次のハンドでレイズします ► ツーペア以上 - ホール カードとコミュニティ カードの間で自分が
　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト ハンドを持っていると推測できる場合

次のハンドでコールします ► ツーペア以上 - コミュニティ カードの発展から自分のハンドがベスト 
　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンドでないと推測できる場合
  ► モンスター ドロー、フラッシュ ドロー
  ► OESD とダブル ガッツショット - フラッシュが不可能な場合

次のハンドでフォールドします ► 上に述べられていないハンド
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リバーでの戦略

INFO

あなたに主導権がある場合

► 全ての完成ハンドでベットする。

► コミュニティ カードによりさらに強いハンドが可能であり、あなたの後にレイズがある場合、レイズをただ
　   コールする。ベスト ハンドを持っていると確信できる場合は、レイズし続ける。

► あなたの前にベットがあり、今ある以上のハンドが不可能な場合、ツーペア以上でレイズする。それ以外は
コールする。

► 完成ハンドを持っておらず、他のプレイヤーがベットした場合、チェックしてフォールドする。

あなたに主導権がない場合

► トップ ペアができた場合、ベットする。あなたの前に誰かがベットした場合、または後に誰かがレイズした
場合、コールする。1 つ以上のベットをコールしなければならない場合、フォールドする。(例: あなたの前に

        ベットとレイズがあった場合)

► フロップまたはターンでオーバー ペアまたはトップ ペアでコールした場合、リバーでのベットをコールす
る。

       複数のプレイヤーがベットやレイズをし始めた場合はフォールドする。

► 今ある以上のハンドが不可能な場合、ツーペア以上でベットまたはレイズする。それ以外はコールする。

► 完成ハンドを持っておらず、他のプレイヤーがベットした場合、チェックしてフォールドする。

　 　 例 外

1 人のみのプレイヤーと対戦しており、リバーでどんなペアを持っている場合でもコールする。(トップ ペア
でなくてもよい)
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初期のステークスに関するガイド

あなたのロードマップ

あなたのポーカー キャリアはクイズに合格して受け取る開始資金、$50 プラス ボーナスで始まります。
フィックス リミット $0.10/$0.20 からプレーを開始します。

ステップ 1: $0.10/$0.20 をプレーします  
$90 以上になったらステップ 2 に移動します

 

 

ステップ 2: $0.15/$0.30 をプレーします
$150 以上になったらステップ 3 に移動します
最低 $60 になったらステップ 1 に戻ります
  

ステップ 3: $0.25/$0.50 をプレーします
$300 以上になったらステップ 4 に移動します
最低 $90 になったらステップ 2 に戻ります
  
 

ステップ: $0.50/$1.00 をプレーします
最低 $150 になったらステップ 3 に戻ります 
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