賢竜杯 III～令和の陣～
賢竜杯ＸIII
～令和の陣～ サブイベント企画

リコードアリーナ デッキレシピ集

【説

明
明】

・ＱＭＡのモードの１つ「リコードアリーナ」におけるデッキレシピについ
て、その一例をまとめたものです。
・スタンダードなものからガチなもの、ネタ等を用意しましたので、リコア
リライフの参考にしてみてください。
・ここに乗っているデッキを使ったからと言って、必ずしも勝てるとは限り
ここに乗っているデッキを使ったからと言って、必ずしも勝てるとは限り
ません。
筆者：ＫＡＧＥ２
協賛：リコアリガチ勢の方々

【作成者
作成者】ＫＡＧＥ２
ＫＡＧＥ２
【デッキ名】（多分）スタンダードな
（多分）スタンダードな赤デッキ
デッキ

コンセプト
・赤デッキの特徴としては、相手キャラやプレイヤーに
赤デッキの特徴としては、相手キャラやプレイヤーに
ダメージを与えられるものが多いことがあげられる。
・本デッキでは、相手キャラにダメージを与えることに
重点を置いたデッキ構成とした。
・行動パターンが決まっているので、比較的扱いやすい。
・早い段階で勝負を決める短期決戦型なので、持久戦に
早い段階で勝負を決める短期決戦型なので、持久戦に
持っていかれると厳しいものがある。

デッキレシピ
エボルグリム グリム・ユリ ×３
３
エボルグリム グリム・ヤンヤン ×２
５度目の勝利 シャロン ×３
扉の音色 リエル ×３
聡き者は可能性を持つ ×３
夏祭り！ マラリヤ ×２
産まれた日は違えども！ ユリ ×３
弱き者は去るがいい ×２
桜舞うアカデミー レオン ×２
たのしい補習授業 ×２
５度目の勝利 マラリヤ ×２
紅の一撃 ×３

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・コスト１以外は優先的に入れ替えましょう。
コスト１以外は優先的に入れ替えましょう。
・「５度目の勝利
５度目の勝利 シャロン
シャロン」「扉の音色
扉の音色 リエル」はセットで欲しいです。
」はセットで欲しいです。
・
「聡き者は可能性を持つ
聡き者は可能性を持つ
聡き者は可能性を持つ」を持っていれば「
」を持っていれば「エボルグリム
エボルグリム グリム・ヤンヤン」
ヤンヤン」
を持ってもいいですが、そうでなければ交換してしまいましょう。
「
「エボルグ
エボルグ
リム グリム・ユリ」
ユリ」よりは確保の優先度は低いです。
よりは確保の優先度は低いです。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・キャラリコードは並べられるだけ並べましょう。
キャラリコードは並べられるだけ並べましょう。
・
「５度目の勝利
５度目の勝利 シャロン
シャロン」と「扉の音色
扉の音色 リエル」は必ずセットで出
」は必ずセットで出し、
し、
「
「５
度目の勝利 シャロン
シャロン」が攻撃できるようゾーン１ｏｒ２に出します。
」が攻撃できるようゾーン１ｏｒ２に出します。
・
「エボルグリム グリム・ヤンヤン」
グリム・ヤンヤン」は「
は「聡き者は可能性を持つ
聡き者は可能性を持つ」を持ってい
を持ってい
れば出してもいいですが、持っていなければ無理に出す必要はないです。
・攻撃回数が物をいうデッキなので、クイズは確実に２問正解するようにしま
しょう。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・ゾーン１～３の間に「
ゾーン１～３の間に「
ゾーン１～３の間に「産まれた日は違えども！
産まれた日は違えども！ ユリ
ユリ」等の攻撃によりダメ
」等の攻撃によりダメ
ージを与えられるリコードを配置しましょう。ゾーン４には「
ージを与えられるリコードを配置しましょう。ゾーン４には「夏祭り！
夏祭り！ マ
ラリヤ
ラリヤ」を配置しましょう。
」を配置しましょう。
・マジックリコードは惜しみなく使いましょう。
「
「夏祭り！
夏祭り！ マラリヤ」がいれ
」がいれ
ば、その後の展開が有利になるので、マジックリコードは確実に発動できる
ようにしましょう。
・クイズは確実に答え、
「産まれた日は違えども！ ユリ」
ユリ」から順番に攻撃して
から順番に攻撃して
いきましょう。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・基本は２ピリオドと同じ動きとなります。
基本は２ピリオドと同じ動きとなります。
・
「桜舞うアカデミー
桜舞うアカデミー レオン」がいて、自分のほうが相手よりもライフが多く、
」がいて、自分のほうが相手よりもライフが多く、
かつ差をつけている場合は優先的に攻撃しましょう。うまくいけば、ここで
相手のライフを削り切れる場合もあります。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・「紅の一撃
紅の一撃」は優先的に持っているだけ使ってしまいましょう。
」は優先的に持っているだけ使ってしまいましょう。
・その他の動きは２、３ピリオドと変わりません。「５度目の勝利
「５度目の勝利 マラリヤ」
マラリヤ
を持っていれば優先的に配置しましょう。
・
「５度目の勝利
５度目の勝利 マラリヤ」を使うためにはクイズで３問以上正解する必要が
マラリヤ」を使うためにはクイズで３問以上正解する必要が
あるので、クイズはしっかり答えましょう。

デッキの弱点
・全体的にＨＰが低いため、同じタイプのデッキやダメージドローを主体とす
全体的にＨＰが低いため、同じタイプのデッキやダメージドローを主体とす
るデッキには弱くなる。また、元々のＨＰが高い緑系のリコードとも相性は
悪い。
・短期決戦型になるため、持久戦に持っていかれると、最後の最後で相手のキ
ャラをブレイクしきれなくなるといったこともあり得る。
・地味にクイズ力を要求されるデッキなので、クイズは頑張りましょう。

【作成者
作成者】ＫＡＧＥ２
ＫＡＧＥ２
【デッキ名】（多分）スタンダードな
（多分）スタンダードな緑デッキ
デッキ

コンセプト

デッキレシピ

・緑にはそもそものＨＰが高いキャラや、
緑にはそもそものＨＰが高いキャラや、ダメージ軽減、
相手のキャラを手札に戻す（所謂バウンス）といった
リコードが特徴的。
・本デッキでは、
・本デッキでは、ＨＰが高いキャラと
ＨＰが高いキャラと
ＨＰが高いキャラとダメージ軽減を駆
軽減を駆
使した持久戦タイプのデッキ
使した持久戦タイプのデッキとなります
となります。
・キーカードは「
キーカードは「８ｔｈスタイル
８ｔｈスタイル

サンダース」で、マ
」で、マ

ジックリコードと自身の効果で強化しつつ、
「サマーパ
ラダイス

リエル
リエル」や「がんばレッスル
」や「がんばレッスル

リエル」も

用いて自身の場を守っていくのが基本戦術になりま
す。

ヤルキデール ×２
×
スライム族 スライム ×３
マジックペット フラワー ×３
スケルトン族 スケルトン ×２
聡き者は可能性を持つ ×３
８ｔｈスタイル サンダース ×３
３
トーキョー制服 ユリ ×２
ビルドアップ！！ ×３
メディーック！ ×２
サマーパラダイス リエル ×２
たのしい補習授業 ×３
がんばレッスル リエル ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・コスト１
コスト１を優先的に
優先的に残すよう、入れ替えましょう。
入れ替えましょう。
・コスト１のキャラを２体持っている状態で「
・コスト１のキャラを２体持っている状態で「８ｔｈスタイル
８ｔｈスタイル サンダース
サンダース」
と２ピリオド時に発動可能なマジックリコード１枚を所持するのが理想形。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・手持ちにもよりますが、２体程度はキャラを並べたいところです。
手持ちにもよりますが、２体程度はキャラを並べたいところです。
・
「聡き者は可能性を持つ
聡き者は可能性を持つ
聡き者は可能性を持つ」はなるべく発動するようにしましょう。２枚持って
」はなるべく発動するようにしましょう。２枚持って
いる場合は、１ピリオドでは１枚の使用にとどめるのがいいでしょう。
・手札が悪いようなら惜しみなくマジドローを使用しても構いません。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・
「８ｔｈスタイル サンダース」
サンダース」を最優先で配置しましょう。残りの枠は手札
を最優先で配置しましょう。残りの枠は手札
をみて
をみてお好みで。
「８ｔｈスタイル サンダース」の効果を使用するため、マ
サンダース」の効果を使用するため、マ
ジックリコードは、最低１枚は発動するようにしましょう。
・相手からの攻撃は、ＨＰの低いものから受けていき、なるべく
・相手からの攻撃は、ＨＰの低いものから受けていき、なるべく「８ｔｈスタ
「８ｔｈスタ
イル サンダース」等は次のピリオドまで残しておくようにしましょう。
等は次のピリオドまで残しておくようにしましょう。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・空いたところに「サマーパラダイス
空いたところに「サマーパラダイス リエル」を配置し、マジックリコード
は惜しみなく使いましょう。ただし、４ピリオド目で最低１枚はマジックリ
コードを発動したいので、手札のマジックリコードが少ない場合は、１枚は
手札に温存しておきましょう。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・マジックリコードについては、最低１枚は発動しましょう。
マジックリコードについては、最低１枚は発動しましょう。
・「がんばレッスル
がんばレッスル リエル」がいれば設置しましょう。
リエル」がいれば設置しましょう。
・クイズはなるべく４答し、
「がんばレッスル リエル」やＨＰの高いキャラで
「がんばレッスル
」やＨＰの高いキャラで
攻撃を受けてライフを削られないようにしましょう。

デッキの弱点
・２ピリオドまではこちら側の攻撃力がそこまで高くないので、ライフ差をつ
２ピリオドまではこちら側の攻撃力がそこまで高くないので、ライフ差をつ
けられやすく、あまり点差を離されると逆転しきれない可能性が高い。
けられやすく、あまり点差を離されると逆転しきれない可能性が高い。
・ステータスそのものに干渉する「そーれ、どかーん マラリヤ」
「瘴気を操る
者 ムジナ」
「ユウとサツキの雨上がり ユウ」といったカードとは相性が悪
い。

【作成者
作成者】ＫＡＧＥ２
ＫＡＧＥ２
【デッキ名】（多分）スタンダードな
（多分）スタンダードな青デッキ
デッキ

コンセプト

デッキレシピ

・青のリコードには、相手キャラのステータスそのもの
青のリコードには、相手キャラのステータスそのもの
に干渉するものや相手の手札やデッキを捨てるといっ
たものや、攻撃力と体力が同じ値のキャラやそれをサ
ポートするものが多いのが特徴。
・本デッキでは、相手のステータスを下げつつ、
本デッキでは、相手のステータスを下げつつ、
「桜舞う
アカデミー

マヤ」でとどめをさすデッキ構成となっ

てます。
・相手のステータスを考慮したうえで動く必要があるの
相手のステータスを考慮したうえで動く必要があるの
で、ほかのスタンダードデッキと比べると、動かし方
は難しいかもしれません。

聡き者は可能性を持つ ×３
５度目の勝利 ラスク ×３
５度目の勝利 アロエ ×３
おきばりやす メディア ×２
見知らぬタライ ×２
トーキョー制服 ユリ ×２
魔法具 ピコハンマー（青） ×２
２
冒険へ行こう！ マヤ ×２
抜き打ち検査 ×２
サマーパラダイス リエル ×１
そーれ、どかーん マラリヤ ×２
２
まったく簡単だ ×２
威圧の眼光 ×２
桜舞うアカデミー マヤ ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・
「５度目の勝利 ラスク」と「５度目の勝利 アロエ」を
アロエ」を最優先で取りに行き
最優先で取りに行き
ましょう。
・コスト３以上のリコードはすべて交換してＯＫです。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・
「５度目の勝利 ラスク」
ラスク」と「５度目の勝利
「５度目の勝利 アロエ」を
アロエ」を、アロエを先にして
、アロエを先にして
設置しましょう。
・
「おきばりやす メディア」がいる場合はゾーン１に置き、アロエ→ラスクの
順番で置きます。
・
「５度目の勝利 ラスク」を２枚以上持っている場合は、１体は手札に残して
おきましょう。逆に「５度目の勝利 アロエ」は重ねて設置してもＯＫです。
・あとはクイズを答えて、アロエを中心にガンガン攻撃してしまいましょう。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・ゾーンが開いていていれば「５度目の勝利
ゾーンが開いていていれば「５度目の勝利 ラスク」を優先的に配置してし
まいましょう。
・
「抜き打ち検査」を持っていれば、このタイミングで１枚発動させておきまし
ょう。
・攻撃は１ピリオド同様にガンガン攻撃してしまいましょう。
・攻撃を受ける場合は遠慮なく場のキャラで受けて、自分の場を開けるように
しましょう。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・
「そーれ、どかーん マラリヤ」を優先して配置しましょう。
・消費型マジックは遠慮なく使用しても構いません。その場合、「威圧の眼光」
はなるべく後ろで発動するように配置しましょう。
・ここでの攻撃は相手の盤面を見て攻撃をしないことも選択肢にいれつつ動き
ましょう。逆に攻撃を受けるのであれば、なるべく場のキャラを開けるよう
に攻撃を受けてしまっても問題ありません。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・
「桜舞うアカデミー マヤ」を最優先で配置しましょう。
・マジックリコードは「聡き者は可能性を持つ」以外は配置できるだけ配置し
・マジックリコードは「聡き者は可能性を持つ
」以外は配置できるだけ配置し
てしまって構いません。
・あとはとにかくクイズを答えて（最低３答）
「桜舞うアカデミー マヤ」が効
果を発動したうえで攻撃できるようにしましょう。
果を発動したうえで攻撃できるようにしましょう。

デッキの弱点
・先行、後攻どちらを取っているかにもよるが、基本的に１～２ピリオドでの
先行、後攻どちらを取っているかにもよるが、基本的に１～２ピリオドでの
ステータスがどうしても低いため、赤の速攻系には弱くなりがち。
・
「桜舞うアカデミー マヤ」以外はどうしても攻撃力がそこまで高くないため、
ステータスを一気に上げられてしまうと対応しきれなくなる場合がある。

【作成者
作成者】ＫＡＧＥ２
ＫＡＧＥ２
【デッキ名】
【デッキ名】１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ
１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ
１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ.赤）
赤）

コンセプト

デッキレシピ

・２ピリオドで相手をＫＯすることに特化した
２ピリオドで相手をＫＯすることに特化した
２ピリオドで相手をＫＯすることに特化した後攻１キ
後攻１キ
ルタイプの
ルタイプのデッキ。
デッキ。
・設置型マジックとダメージを与えるキャラリコード
設置型マジックとダメージを与えるキャラリコード
設置型マジックとダメージを与えるキャラリコードを
駆使して相手の場を
駆使して相手の場を空けていき、
いき、
「魔法具

サムライソ

ード紅霞
ード紅霞」やＳＰスキルで攻撃回数を増やして相手の
」やＳＰスキルで攻撃回数を増やして相手の
ライフポイントを削り切るのが基本戦法。
・１ピリオドでほぼ何も動かないため、４～６ダメージ
が入るが、その分、
が入るが、その分、自分は手札を増やせ、相手にはこ
自分は手札を増やせ、相手にはこ
ちらから手札を増やさせないので、体勢が整っていな
い状況を作りやすい。
・短期決戦型なので、４ピリオドまで縺れると厳しい。

エボルグリム グリム・ユリ ×２
びっくりミサイル（小） ×３
レッド・ホット・ソイ・プディング ×３
５度目の勝利 カイル ×３
夏服ゥ！ シャロン ×２
魔法具 サムライソード紅霞 ×３
産まれた日は違えども！ ユリ ×３
タンヤオ ヤンヤン ×２
波動の剣 マヤ ×３
ボンバーガール シロ＆クロ ×２
全弾発射！！ ×３
桜舞うアカデミー レオン ×１

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・以下のリコードを
以下のリコードを初手で握っておきたいところ。
初手で握っておきたいところ。
産まれた日は違えども！ ユリ
波動の剣 マヤ
設置型マジックを最低１枚
・上記と「魔法具 サムライソード紅霞」以外は入れ替えても問題ない。
・あとは、自分の引き運に賭けましょう。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・先行の場合、基本的には何も設置しない。
・後攻の場合、セットレベル１の設置型マジックリコードを持っていれば、
１枚だけ設置しましょう。
→手札を５枚の状態でＯＫを押せば、２回のダメドロと
→手札を５枚の状態でＯＫを押せば、２回のダメドロとピリオド開始時のド
ピリオド開始時のド
ローで
ローでちょうど８枚になって無駄がない。
ちょうど８枚になって無駄がない。
・設置型マジックリコードを２枚以上所持していても、設置してしまうと
・設置型マジックリコードを２枚以上所持していても、設置してしまうと「抜
き打ち検査」を打たれやすいので、設置するなら１枚まで。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・並べられるだけ並べましょう。
・キャラリコードは、「
「産まれた日は違えども！
産まれた日は違えども！ ユリ」＞「
」＞「波動の剣 マヤ
マヤ」
＞その他ダメージを与えるリコードの順番で並べる。
「魔法具
魔法具 サムライソード紅霞
サムライソード紅霞」を持っている場合はゾー
」を持っている場合はゾー
」を持っている場合はゾーン４に置くこと。
ン４に置くこと。
・マジックリコードは、「
「全弾発射！！
全弾発射！！」＞「びっくりミサイル（小）
びっくりミサイル（小）」＞
＞「レ
ッド・ホット・ソイ・プディング
ッド・ホット・ソイ・プディング」の優先順位で置く。
の優先順位で置く。
・クイズはクイズスコアよりも正答数を優先しなるべく３答すること。
・あとはひたすら攻撃していきましょう。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・残りの手札を配置していく。
・「桜舞うアカデミー
桜舞うアカデミー レオン」を持っていれば、それを優先的に配置する。
」を持っていれば、それを優先的に配置する。
→基本的に相手のライフポイントが少ない状態で３ピリオドを迎えるので、
フィニッシャーとして活躍する。
・２ピリオドと同様、ひたすら攻撃しましょう。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・基本的には３ピリオドと同様です。
・ただし、ここまで来ると相手のキャラを倒しつつというのはかなり厳しくな
り、負ける可能性も高くなります。

デッキの弱点
・同じようなタイプのデッキ（いわゆるミラーマッチ）が相手の場合、こちら
が後攻であれば強いが、先行だと弱くなる。
が後攻であれば強いが、先行だと弱くなる。また、ダメージドローを主体と
ダメージドローを主体と
するデッキには攻撃権を残したキャラリコードをブレイクされやすいため、
するデッキには攻撃権を残したキャラリコードをブレイクされやすいため、
かなり相性が悪い。
・個別のリコードだと、「紫の髪の人 ハルト」「エボルグリム グリム・マラ
リヤ」
「黒き写し身 グリム・リック」といった、２ピリオドでこちらのキャ
ラリコードの数を減らすタイプのリコードとは相性が悪い。

【作成者
作成者】ＫＡＧＥ２
ＫＡＧＥ２
【デッキ名】
【デッキ名】１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ
１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ
１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ.青）
）

コンセプト
・
「賢者のたまご リック」をメインに据え、同値バフに
よって盤面を強化して戦うデッキ。
・
「白銀の交響曲 クララ」がこのデッキのキーカードで
あり、相手の戦術に合わせて場に出すカードを変える
ことによって、どんなデッキとも戦える使用になって
いる。
・デッキタイプとしては逆転系になるが、一気にひっく
り返す形ではないため、大きな点数差を付けられると
厳しい。
・常にメンテナンスを必要とするデッキであるため、扱
うためには慣れが必要（個人差あり）

デッキレシピ
ヤルキデール ×３
夏服ゥ！ リック ×２
キズナオール ×３
聡き者は可能性を持つ ×３
白銀の交響曲 クララ ×２
賢者のたまご リック ×３
夏服ゥ！ マヤ ×３
魔法具 ピコハンマー（青） ×３
冒険へ行こう！ マヤ ×１
検定 バラエティ番組 ×１
まったく簡単だ ×２
楽しい補習授業 ×３
コレクト将軍 ラスク ×１

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・
「白銀の交響曲
白銀の交響曲 クララ
クララ」、
「賢者のたまご リック」は
リック」はなるべく所持してお
なるべく所持してお
きたいところ。
・下記のどちらかを持っていればキープしましょう。
「聡き者は可能性を持つ」１枚
「夏服ゥ！ リック」＋「ヤルキデール」
「キズナオール」どちらか１枚
・セットレベル３、４のリコードはノータイムで交換してＯＫ

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・「夏服ゥ！ リック」と
リック」と「ヤルキデール」
「ヤルキデール」「キズナオール」
「キズナオール」のどちらか１枚を
のどちらか１枚を
持っている場合に限り、場に出します。「聡き者は可能性を持つ」は持って
いても、１ピリオドでは使いません。
・なるべく２ピリオド目開始時に場をがら空きにしておきたいので、攻撃は受
けましょう。
・後攻で手札にマジックリコードが多い場合、ドローのカードを無駄にしない
ために、わざと空撃ちすることも１つの手です。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・
「白銀の交響曲 クララ」
クララ」を持っている場合はゾーン１におき、ゾーン２には
を持っている場合はゾーン１におき、ゾーン２には
「賢者のたまご リック」
リック」か「魔法具
魔法具 ピコハンマー（青）」のどちらかをお
きます。ゾーン３には
きます。ゾーン３には「賢者のたまご
「賢者のたまご リック」が置けるとベスト。
が置けるとベスト。
・攻撃は基本的に
・攻撃は基本的に「白銀の交響曲
「白銀の交響曲 クララ」から受けていきましょう。ゾーン
クララ」から受けていきましょう。ゾーン
２が「
２が「魔法具 ピコハンマー（青）」で手札の状況によっては、ここから攻撃
を受けてもよい。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・
「まったく簡単だ」→「楽しい補習授業」の順番でマジックリコードをセット
「まったく簡単だ」→「楽しい補習授業
」の順番でマジックリコードをセット
しましょう。また、
「キズナオール」以外のマジックは使えるだけ使っても大
「キズナオール」以外のマジックは使えるだけ使っても大
丈夫です。ただし、４ピリオドのために、１枚は手札に温存しておきましょ
う。
・攻撃は、４ピリ開始時に最もＨＰが高いキャラ以外がダメージを受けてない
ように攻撃を受けましょう。それに伴うブレイクはやむなしです。また、な
るべく最もＨＰの高いキャラはゾーン１に置かないようにしましょう。
るべく最もＨＰの高いキャラはゾーン１に置かないようにしましょう。マジ
リターンでバウンスされる可能性があります。
リターンでバウンスされる可能性があります。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・
「キズナオール」を可能な限りマジックリコードにセットし、残りのマジ
ックも使い切ってしまいましょう。「キズナオール」が２枚ある場合、Ｈ
Ｐが８以上あるのであれば、１番目と３番目に配置するなどの考慮もしま
しょう。
・「コレクト将軍
コレクト将軍 ラスク」を持っていて、出せるなら出しましょう。妨害
ラスク」を持っていて、出せるなら出しましょう。妨害
しつつ攻撃力も高い優秀な子です。

デッキの弱点
・ダメージを与えるタイプのリコードには比較的強いが、ステータスそのもの
ダメージを与えるタイプのリコードには比較的強いが、ステータスそのもの
に干渉する「そーれ、どかーん
に干渉する「そーれ、どかーん マラリヤ」
マラリヤ 「瘴気を操る者 ムジナ」「ユウ
とサツキの雨上がり ユウ」といったカードとは相性が悪い。
といったカードとは相性が悪い。
・同値キャラのステータスをアップしていくのが基本戦術であるため、
「威圧の
眼光」を使われるとバフをかけられなくなるため、その後の展開で厳しい戦
いを強いられる。

【作成者
作成者】ＫＡＧＥ２
ＫＡＧＥ２
【デッキ名】
【デッキ名】１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ
１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ
１ピリは捨てるシリーズ（Ｖｅｒ.緑）
）

コンセプト
・「トーキョー制服

デッキレシピ
ハルトとリック」、「人間魔力発電

所！」を使用したバウンスデッキ。
・１ピリオドで４ダメージを食らう想定なので、比較的
「人間魔力発電所！」を発動させやすい。
・相手のキャラを全て手札に戻したところに「頑張った
キミにご褒美だ！」で攻撃回数を増やすことで、相手
のライフを一気に削ることが可能。
・コンセプトが見え見えなので、デッキが相手にばれて
いると厳しい戦いを強いられる。

スリービング ×２
見知らぬタライ ×２
夏祭り！ マラリヤ ×２
８ｔｈスタイル サンダース ×３
赤ずきんくん ユウ ×３
黒き写し身 グリム・ルキア ×３
ビルドアップ！！ ×３
頑張ったキミにご褒美だ！ ×２
トーキョー制服 ハルト ×２
トーキョー制服 リック ×３
人間魔力発電所！ ×３
出る杭ノッカー ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・
「夏祭り！
夏祭り！ マラリヤ
マラリヤ」と「赤ずきんくん
赤ずきんくん ユウ」を優先的に持っておきまし
」を優先的に持っておきまし
ょう。
・コスト２のキャラリコードが２枚程度あれば、コスト３のリコードは手札に
残してもいいです。
「
「出る杭ノッカー」は交換しましょう。
」は交換しましょう。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・基本的に何も出しません。
基本的に何も出しません。
・「見知らぬタライ」を持っていて、他に２ピリオドで発動できるマジック
リコードを持っている場合は、「見知らぬタライ」を使ってもＯＫ。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・手札のコスト２のキャラリコードは可能な限り、出しましょう。
手札のコスト２のキャラリコードは可能な限り、出しましょう。
・「黒き写し身 グリム・ルキア」を持っている場合、ゾーン１には
グリム・ルキア」を持っている場合、ゾーン１には「赤ず
「赤ず
きんくん ユウ」もしくは「夏祭り！
もしくは「夏祭り！ マラリヤ」をおきましょう。
・マジックリコードは発動できるものは全て発動してＯＫです。
マジックリコードは発動できるものは全て発動してＯＫです。
・次の動きのため、なるべく自分のキャラがブレイクされるように攻撃を受
けましょう。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・
「トーキョー制服
トーキョー制服 リック」
リック 「トーキョー制服
トーキョー制服 ハルト」
ハルト 「トーキョー制服
トーキョー制服 リ
ック」の順番でキャラを並べます。
ック の順番でキャラを並べます。
・マジックリコードは「人間魔力発電所！」
「頑張ったキミにご褒美だ！」を
「頑張ったキミにご褒美だ！
頑張ったキミにご褒美だ！
相手の場に合わせて発動しましょう。
・あとはクイズを３答出来るように頑張りましょう。このタイミングで３答
・あとはクイズを３答出来るように頑張りましょう。このタイミングで３答
しないと、この後がかなり厳しいです。
・ただし、２ピリオドで２体キャラが残った場合は、下手にキャラを並べな
いようにし、４ピリオドで上記の動きを出来るように準備しましょう。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・
「スリービング
スリービング」以外の手札に残っているマジックリコードは全て使い切りま
以外の手札に残っているマジックリコードは全て使い切りま
しょう。「出る杭ノッカー
「出る杭ノッカー」を優先し、
」を優先し、「ビルドアップ！！
「ビルドアップ！！」や「人間魔力発
電所！」をその後に並べましょう。
電所！」をその後に並べましょう。
・状況によっては３ピリオド目の動きをすることになります。その場合は、な
るべくクイズを答えて、全員で攻撃できるようにしましょう。

デッキの弱点
・デッキコンセプトが露骨にわかりやすいので
デッキコンセプトが露骨にわかりやすいのでロックをされやすく、ロックさ
デッキコンセプトが露骨にわかりやすいのでロックをされやすく、ロックさ
れるととたんに機能しなくなる。
・いかに相手に悟られないように
いかに相手に悟られないようにプレイするかが大事になり、クイズ力と引き
いかに相手に悟られないようにプレイするかが大事になり、クイズ力と引き
運も左右されるため、プレイング難易度は高めである。

【作成者
作成者】ゆみとりしき
ゆみとりしき
【デッキ名】
【デッキ名】クイズゲーム、しよう
クイズゲーム、しよう
クイズゲーム、しよう！

コンセプト

デッキレシピ

・クイズの暴力で最終ピリオドの形勢逆転を狙ったバウ
クイズの暴力で最終ピリオドの形勢逆転を狙ったバウ
ンス型デッキ。前作（マキシブコード）の緑バフ全盛
期に対抗するために作成したものが原点。
・３ピリオド終了時に
・３ピリオド終了時に自陣の空きスペースを作り、４ピ
自陣の空きスペースを作り、４ピ
リオドで「正義の敬礼！
オ

セリオス」や「ケントゥリ

サンダース」を並べて敵陣を焼け野原にするのが

基本的な動き。
・クイズさえできれば、立ち回り次第で比較的どんなデ
ッキにも太刀打ちできるのが特徴。クイズさえできれ
ば…

８ｔｈスタイル メディア ×２
紫の髪の人 ハルト ×３
聡き者は可能性を持つ ×２
創立記念パーティー！ アロエ ×３
×
５度目の勝利 セリオス ×２
赤ずきん
赤ずきんくん ユウ ×３
託された思い ×２
×
抜き打ち検査 ×２
夏服ゥ！ カイル ×３
こりゃイケまっせ！ ×３
ケントゥリオ サンダース ×２
正義の敬礼！ セリオス ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・コスト１のキャラと「託された思い」を１枚ずつ最優先で確保。加えて、コ
コスト１のキャラと「託された思い」を１枚ずつ最優先で確保。加えて、コ
スト２以下のキャラがプラスで１～２枚あるのが理想。
・序盤で事故る可能性を下げるため、初期状態でコスト３以上のリコードは極
力手放しましょう。
手放しましょう。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・キャラリコードを１～２枚設置し、程々にクイズを頑張りましょう。
キャラリコードを１～２枚設置し、程々にクイズを頑張りましょう。
・逆転系デッキとはいえ中盤以降にロックされる展開は避けたいので、無理の
ない範囲で攻撃しておきます。手札が心もとなければ直接ダメージを受けつ
つ、手札の枚数を確保しましょう。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
「託された思い」を持っている、または相手のデッキが赤速攻型と思われる場
・
合は、コスト２のキャラを中心に４体並べましょう。いずれの条件も満たさ
ない場合は２体程度にとどめておきましょう。
・
「赤ずきんくん ユウ」の効果で手札が溢れがちなので、砲台デッキ対策を兼
ねて抜き打ち検査はここで消費しましょう。
・このピリオドは、多少クイズをさぼっても大丈夫です。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・
「夏服ゥ！ カイル」をゾーン４に置き、
「託された思い」を使用しましょう。
・クイズは相手のスコアを上回れるよう、そこそこ頑張りましょう。
・この状態であれば、自陣の空きスペースを確保しながらほとんどの攻撃を受
けきれるはずです。相手のマジリターンを警戒しつつ、バフがかかったキャ
ラを１体残すことができるのが理想。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・空きスペースに「ケントゥリオ
空きスペースに「ケントゥリオ サンダース」と「正義の敬礼！
サンダース」と「正義の敬礼！ セリオス」
で埋め、「こりゃイケまっせ！」を発動して自陣を強化しましょう。
「こりゃイケまっせ！」を発動して自陣を強化しましょう。
・クイズは極力１００点を取るようにしてください（重要）
。
・先のピリオドで残したキャラが「紅の一撃」や「出る杭ノッカー」の的にな
るため、「正義の敬礼！ セリオス」を守ることも可能です。
セリオス」を守ることも可能です。
・バトルフェイズに入ったらマジリターンを発動し、
「正義の敬礼！ セリオス」
から順番に総攻撃を仕掛けましょう。

デッキの弱点
・序盤の布陣が手薄になりがち。そのため、赤主体の短期決戦型のデッキとは
序盤の布陣が手薄になりがち。そのため、赤主体の短期決戦型のデッキとは
相性がよくないです。
・４ピリオド目に総攻撃を仕掛けるので、できれば後攻が欲しいところです。
・クイズが出来ないと何もできないまま終わってしまいます。とにかく、クイ
ズが答えられるようにしましょう。

【作成者
作成者】ＧＦセンコー
ＧＦセンコー
【デッキ名】
【デッキ名】セリオスを前面にアピールするデッキ
セリオスを前面にアピールするデッキ

コンセプト

デッキレシピ

・一昔前に流行した消費型マジックによるバフデッキに
タイガセリオスコンボを取り込んだデッキ
・
「サマーパラダイス
サマーパラダイス

タイガ」に「
」に「剛緑招来」によって
」によって

「
「トーキョー世界セリオス
トーキョー世界セリオス」を登場させることにより
を登場させることにより
３ターン目から「サマーパラダイス

タイガ」のアタ

ックが１０を超えるため、
ックが１０を超えるため、全てが揃えば相当有利な展
全てが揃えば相当有利な展
開に
開に持っていくことが可能。
持っていくことが可能。
・全部そろうのはコンボ的に難しそうに見える
全部そろうのはコンボ的に難しそうに見える
全部そろうのはコンボ的に難しそうに見えるが、
が、
「夏服
ゥ！

リック」や「聡き者は可能性を持つ」を使用し

て積極的にドローを行えば、成功率は高い。

エボルグリム グリム・ヤンヤン ×３
ヤルキデール ×３
結婚式モデル セリオス ×１
夏服ゥ！ リック ×２
聡き者は可能性を持つ ×３
ユウとサツキの雨上がり ユウ ×２
×
創立記念パーティ！ アロエ ×１
１
サマーパラダイス タイガ ×２
８ｔｈスタイル サンダース ×１
抜き打ち検査 ×１
サマーパラダイス リエル ×１
剛緑招来！ ×２
２
たのしい補習授業 ×３

トーキョー世界 セリオス ×２
コレクト将軍 ラスク ×１
ジャイアントキラー ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・コスト１のキャラ
コスト１のキャラ 2 枚、マジック 1 枚が理想です。それ以外は全部交換して
います。最初はコスト２以上のカードは原則必要ありません。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・相手が２体以下だったら殴り合い、３体以上だったら攻撃しないロックも考
えます。もちろん実際対戦している相手にもよりますが、消費型マジックか
らのバフデッキでもあるので、ロックしても勝てる
らのバフデッキでもあるので、ロックしても勝てる可能性は十分にあります
可能性は十分にあります
可能性は十分にあります。
・特にカードを回すことを意識
特にカードを回すことを意識
特にカードを回すことを意識しましょう
しましょう。ただし、序盤に大量リードを取ら
。ただし、序盤に大量リードを取ら
れてしまうと逆転が難しいデッキ
れてしまうと逆転が難しいデッキなので
ので、致命傷にならないよう気を付けま
、致命傷にならないよう気を付けま
しょう
しょう。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・ロックされても大丈夫な場合は４体出し。ロックされたらヤバイ場合は３体
出しにしています。実際ロックされたらヤバイという展開は少ないデッキで
はあるので４体出すことが多いです。
・ここで出すか出さないか迷うのは
・ここで出すか出さないか迷うのは「サマーパラダイス
サマーパラダイス タイガ」です。
「
「トー
キョー
キョー世界 セリオス
セリオス」が出てきた場合は＋３、＋３になります。てことは
が出てきた場合は＋３、＋３になります。てことは
タイガの攻撃は２以上である必要があります。手札に
タイガの攻撃は２以上である必要があります。手札に「たのしい補習授業」
「たのしい補習授業」
があり
があり、３ピリに出しても攻撃１０まで上がる場合は２ピリでタイガは出し
リに出しても攻撃１０まで上がる場合は２ピリでタイガは出し
ませんが、
ませんが、一発攻撃して攻撃を１→２にする必要がある場合は出しま
一発攻撃して攻撃を１→２にする必要がある場合は出しま
一発攻撃して攻撃を１→２にする必要がある場合は出します。
す。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・コンボが出来たらそれを最優先に、それが出来なくても普通にバフデッキで
コンボが出来たらそれを最優先に、それが出来なくても普通にバフデッキで
もあるので、
「たのしい補習授業」で全体的に強化していく展開もあります。
「たのしい補習授業」で全体的に強化していく展開もあります。
・こちらは４ピリに勝負をかけるデッキでは無いので相手の盤面を見て、多少
不利になってもロックをかけることはあります。
・実際使ってみたらわかるのですが、「トーキョー世界 セリオス」の＋3/3
・実際使ってみたらわかるのですが、
3/3 で
タイガの HP が 5 まで上がるのが意外と大きなポイント
まで上がるのが意外と大きなポイント。
意外と大きなポイント 「出る杭ノッカー
ノッカー」
に耐えられるのが大きいです。
に耐え れるのが大きいです。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・・基本的に３ピリオドと同じです。セリオスの＋３、＋３は消費型マジック
・基本的に３ピリオドと同じです。セリオスの＋３、＋３は消費型マジック
が使用しないと発動しないので注意が必要です。
・最後のマジックは「
・最後のマジックは「ジャイアントキラー
ジャイアントキラー」にするか、
「出る杭ノッカー」
「
」にす
るかは好みです。

デッキの弱点
・赤デッキとの相性が悪く、
赤デッキとの相性が悪く、特に赤速攻が相手の場合はほぼ１００％勝てませ
赤デッキとの相性が悪く、特に赤速攻が相手の場合はほぼ１００％勝てませ
ん。
・ロックされることを意識しすぎて３体しか出せずにジリ貧になることも多い
です。この辺はプレーして慣れるのが一番だと思います。

【作成者
作成者】ＰＮ「西リコで当たりたくないヤツ」
ＰＮ「西リコで当たりたくないヤツ」
【デッキ名】
【デッキ名】ピタゴラスイッチ
ピタゴラスイッチ

コンセプト
・基本は相手の意表を突く。ただそれだけのデッキ。
基本は相手の意表を突く。ただそれだけのデッキ。
・ダメドロを生かして３ピリオド以内に決着をつけるこ
とを目標としています。
・ダメドロを主軸としたデッキになりますが、コンボが
決まれば、ダメドロデッキ以上の感動が生まれるはず。
どちらかといえばロマンデッキ。

デッキレシピ
８ｔｈスタイル シャロン ×３
春コーデ マヤ ×２
マジックペット バット ×２
ユウとサツキの雨上がり ユウ ×２
創立記念パーティ！ アロエ ×２
２
スケルトン属 スカルファイター ×３
強敵と書いて ×３
×
トーキョー制服 カイル ×３
黒き写し身 グリム・リック ×３
スコーピオン属 スカ－レットニードル ×３
トーキョー制服 ルキア ×２
初夏の装い メディア ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・
「黒き写し身
黒き写し身 グリム・リック
グリム・リック」＞「強敵と書いて
強敵と書いて」＞「
＞「８ｔｈスタイル
８ｔｈスタイル シ
ャロ
ャロン」＞コスト１のキャラ
ン」＞コスト１のキャラ
上記の優先順位で残していき、残りは全て交換しましょう
上記の優先順位で残していき、残りは全て交換しましょう。
・ここでダメドロのリコードを引いても問題ありません
・ここでダメドロのリコードを引いても問題ありません。
。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・出せるだけ出しましょう。
出せるだけ出しましょう。
・
「８ｔｈスタイル
８ｔｈスタイル シャロン
シャロン」がいればゾーン１に、
」がいればゾーン１に、
「創立記念パーティ！ ア
「創立記念パーティ！
ロエ
ロエ」がいるなら一番後ろに配置します。残りは自由でＯＫ。
」がいるなら一番後ろに配置します。残りは自由でＯＫ。
・とにかく攻撃をしていきましょう。ダメドロを蓄えているので、状況によっ
ては直接攻撃を受けても構いません。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・「黒き写し身
黒き写し身 グリム・リック
グリム・リック」を一番後ろに出せるだけ出し、
」を一番後ろに出せるだけ出し、「
「強敵と書い
強敵と書い
て」を持っているなら全て使いましょう。
」を持っているなら全て使いましょう。
・とにかく
・とにかくクイズを答えましょう。
クイズを答えましょう。
・理想的な動きは、
「黒き写し身 グリム・リック」で「８ｔｈスタイル
グリム・リック」 「８ｔｈスタイル シャ
ロン」
ロン」をブレイクしダメドロを引き、ゾーン１とそれ以外の１体をブレイク
をブレイクしダメドロを引き、ゾーン１とそれ以外の１体をブレイク
出来ることです。マジリターンも使用して、とにかく攻撃しましょう。
・うまくいけば、この時点で相手のライフを０にすることも可能です。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・ここまでで相手のライフが２以下であればほぼ価値を拾うことができます。
ここまでで相手のライフが２以下であればほぼ価値を拾うことができます。
・
「初夏の装い
初夏の装い メディア」を配置して、
メディア」を配置して、相手が攻撃してくるのを待ちます。ダ
相手が攻撃してくるのを待ちます。ダ
メドロを引きつつ、自分のゾーンが空の状態でも「初夏の装い メディア」
メドロを引きつつ、自分のゾーンが空の状態でも「初夏の装い
メディア
の効果により、相手のライフが０になることを待てます。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・考えてないので、何とかしてください（おい
考えてないので、何とかしてください（おい
・ここまでもつれこんでしまうと、負ける確率が高くなります。

デッキの弱点
・相手の意表を突く、つまり体勢が整わないうちに一気に攻めるのがコンセプ
相手の意表を突く、つまり体勢が整わないうちに一気に攻めるのがコンセプ
トであるため、弱点は多いです。
・ライフ４以上のキャラを並べられたり、設置型マジックなどの対策はしてい
ません（
「春コーデ
「
マヤ」がいるものの、焼け石に水状態）
」がいるものの、焼け石に水状態）
・また、「強敵と書いて」がゾーン１のキャラに発動して、
「強敵と書いて」がゾーン１のキャラに発動して、「黒き写し身
「
グリ
ム・リック」でセルフ除去されたり、マジリターンを使われて機能しなくな
ム・リック」でセルフ除去されたり、マジリターンを使われて機能しなくな
るといったこともあり得ます。

【作成者
作成者】そらみみ
そらみみ
【デッキ名】
【デッキ名】伝
伝 統 芸 能

コンセプト
・見ての通り
見ての通り、全部ダメドロ効果持ちを入れて運を天に
全部ダメドロ効果持ちを入れて運を天に
任せるデッキです。
・ダメドロ効果で相手キャラをブレイク
ダメドロ効果で相手キャラをブレイク
ダメドロ効果で相手キャラをブレイクして盤面のキャ
して盤面のキャ
ラ数で優位に立ち、マジリターンでダイレクトアタッ
クを決めるのが基本戦法。
・ダメドロ効果の出涸らしも利用できるので
ダメドロ効果の出涸らしも利用できるので
ダメドロ効果の出涸らしも利用できるので、マジック
マジック
リコードも不要です。
・赤デッキやラスアロデッキには滅法強く、クイズ力も
そこまで必要としないため、癖が強いものの、比較的
使いやすいデッキになっている。

デッキレシピ
夏服ゥ！ ラスク ×２
先発完投ッ！ ユリ ×２
マジックペット バット ×３
賢者のたまご レオン ×２
ユウとサツキの雨上がり ユウ ×３
×
スケルトン属 スカルファイター ×３
トーキョー制服 カイル ×３
スコーピオン属 スカーレットニードル ×３
賢者のたまご メディア ×２
８ｔｈスタイル タイガ ×２
トーキョー制服 ルキア ×３
８ｔｈスタイル クララ ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・コスト１のリコードをとにかく揃えましょう。コスト２以上は交換してもよ
コスト１のリコードをとにかく揃えましょう。コスト２以上は交換してもよ
いくらいです。
・理想はコスト１のリコードを３枚所持することです。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・並べる
・並べるだけ並べてとにかく攻撃を優先し、
とにかく攻撃を優先し、出来るだけ相手よりライフ優位に
とにかく攻撃を優先し、出来るだけ相手よりライフ優位に
立つ
立つようにしましょう
ようにしましょう。
・攻撃権
攻撃権を持っているキャラで攻撃を受けるのは極力避ける
るキャラで攻撃を受けるのは極力避ける
るキャラで攻撃を受けるのは極力避けるようにし、キャラ
キャラ
が少ないときなど
少ないときなど、
、状況によってはライフで受けることも考慮
状況によってはライフで受けることも考慮
状況によってはライフで受けることも考慮する。
・ＨＰが
・ＨＰが低い状態になるようにロックするのも戦法としてありだが、ダメドロ
低い状態になるようにロックするのも戦法としてありだが、ダメドロ
暴発で無駄になるケースも多いので
暴発で無駄になるケースも多いので、
、相手の攻撃権が残っている局面では避
相手の攻撃権が残っている局面では避
ける。
・スキルのマジリターンは相手が
スキルのマジリターンは相手が 1 体のみ、あるいは残り 2 体で後ろのＨＰ
ＨＰが
低い場合など、
低い場合など、直接攻撃が見込める場面で使いましょう
直接攻撃が見込める場面で使いましょう
直接攻撃が見込める場面で使いましょう。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・１ピリオドと基本的な動きは一緒です。
１ピリオドと基本的な動きは一緒です。
・デッキの性質上、２ピリオド
・デッキの性質上、２ピリオドまでに相手とライフ差を付けるのがミソ。接戦
までに相手とライフ差を付けるのがミソ。接戦
で３ピリオド
３ピリオドに行ってしまうと決め手が無く不利です。
に行ってしまうと決め手が無く不利です。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・１、２ピリオドと動きは同じです。
１、２ピリオドと動きは同じです。
・３ピリオド以降は「スコーピオン属
ピリオド以降は「スコーピオン属 スカーレットニードル」や「賢者のた
まご メディア」などの数撃でＫＯできる状況が理想。
メディア」などの数撃で
できる状況が理想。
・他のピリオドでも言えますが、相手キャラのＨＰを２
・他のピリオドでも言えますが、相手キャラの
２以下にするかを考えな
以下にするかを考えな
がら動くのが基本戦術

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・これまでのピリオドと同様です。
これまでのピリオドと同様です。
・ＡＰが高いキャラを並べて攻撃していきましょう。

デッキの弱点
・ＨＰ２
ＨＰ２以下に持ち込みづらい緑デッキ、青系でも同値バフデッキにはこのデ
以下に持ち込みづらい緑デッキ、青系でも同値バフデッキにはこのデ
ッキで勝つことは難しいです。
・全てがダメドロなので、運要素が大きいです。

【作成者
作成者】なるみやゆめ
なるみやゆめ
【デッキ名】
【デッキ名】１００点負けてもだいじょーぶ
１００点負けてもだいじょーぶ

コンセプト

デッキレシピ

・
「そーれ、ど
そーれ、どかーん
かーん
舞うアカデミー

マラリヤ」
「出る杭ノッカー」
「桜

マヤ」の３リコードをフィニッシャ

ーに据えた
ーに据えた、青同値バフデッキの一種。
青同値バフデッキの一種。
・これらのリコードと相性のいい
これらのリコードと相性のいい
これらのリコードと相性のいい「賢者のたまご
「賢者のたまご

リッ

ク」
ク」の同値バフによって
同値バフによって戦線を保ちつつ
戦線を保ちつつ、フィニッシ
、フィニッシ
ャーを出す機会をうかがっていくことになる
ャーを出す機会をうかがっていくことになる。
・
「出る杭
「出る杭ノッカー」
」を採用していますが
いますが、デッキの性質
デッキの性質
上、
上、第４ピリオド３問正解で
第４ピリオド３問正解でＯＫです。
ＯＫです。

聡き者は可能性を持つ ×２
夏服ゥ！ ユウ ×３
好吃！ ヤンヤン ×２
無我の境地 アイコ ×３
創立記念パーティー！ アロエ ×１
×
見知らぬタライ ×３
かしまし！ ×１
１
賢者のたまご リック ×３
夏服ゥ！ マヤ ×２
そーれ、どかーん マラリヤ ×２
２
楽しい補習授業 ×３
出る杭ノッカー ×３
桜舞うアカデミー マヤ ×２

デッキの動かし方 ～リコード交換～
・「好吃！
好吃！ ヤンヤン」
」+「夏服ゥ！ ユウ」or「無我の境地
ユウ」 「無我の境地 アイコ」が手札
が手札
にあ
にあるのが理想形。
理想形。
・余裕があれば「賢者のたまご リック」は握っておきたいが、なくても
リック」は握っておきたいが、なくてもＯＫ。
・セットレベル３、４のリコードは交換
・セットレベル３、４のリコードは交換に出しましょう。
。

デッキの動かし方 ～１ピリオド目～
・ゾーンの前から、
ゾーンの前から、
「好吃！ ヤンヤン」→「無我の境地
ヤンヤン」 「無我の境地 アイコ」→
「夏服ゥ！ ユウ」の優先順位で並べていきます。夏服ユウを並べたうえで発
の優先順位で並べていきます。夏服ユウを並べたうえで発
動できる消費マジックがある場合は、同じくセットし発動を狙います。
・並べられるリコードがない場合は、１ピリオド目からマジドローを使って OK。
動き出しの安定を優先させます。
・後攻かつ「
・後攻かつ「好吃！ ヤンヤン」＋「夏服ゥ！
「夏服ゥ！ ユウ」
ユウ」ｏｒ「無我の境地
ｏｒ「無我の境地 ア
イコ」が並べられているなら
イコ」が並べられているなら初撃はライフで受け、返しのターンでヤンヤン
初撃はライフで受け、返しのターンでヤンヤン
のバフを狙います。

デッキの動かし方 ～２ピリオド目～
・「賢者のたまご リック」「夏服ゥ！ マヤ」を召喚し、ステータスを強化し
し、ステータスを強化し
て戦線を整えます
て戦線を整えます。
・３、
、４ピリオド開始時に
４ピリオド開始時に空きゾーンがある方がいいため
空きゾーンがある方がいいため
空きゾーンがある方がいいため、相手からの攻撃は
、相手からの攻撃は
ＨＰ
ＨＰの低いリコードで受け
の低いリコードで受けるようにします
るようにします。

デッキの動かし方 ～３ピリオド目～
・
「たのしい補習授業」
「たのしい
」で戦線を保ちつつ、
で戦線を保ちつつ、手札に「そーれ、
「そーれ、どかーん マラリ
ヤ」
」があるなら設置しましょう。
設置しましょう。
・ＨＰ
ＨＰが低いリコードで相手の攻撃を受け、４ピリオド目にリコードが出せる
が低いリコードで相手の攻撃を受け、４ピリオド目にリコードが出せる
場を開けていきましょう。特に 相手のゾーン４に高ＨＰ持ちリコードがセ
場を開けていきましょう。特に、相手のゾーン４に高
相手のゾーン４に高
持ちリコードがセ
ットされている場合、
「そーれ、どかーん
どかーん マラリヤ」
」で先にＨＰを１にして
を１にして
おきましょう。次ターンへの布石になります。その際、ライフ差と手札・盤
おきましょう。次ターンへの布石になります。その際、ライフ差と手札・盤
面次第ですがアタック権の放棄も視野に入れます。

デッキの動かし方 ～４ピリオド目～
・手札にある
手札にある「出る杭ノッカー
出る杭ノッカー」はすべて設置し
」はすべて設置し、「桜舞うアカデミー
舞うアカデミー マヤ」
マヤ
→「そーれ、どかーん
「そーれ、どかーん マラリヤ」→その他リコードの優先順位でセットし
→その他リコードの優先順位でセットし
ます。
・クイズは３問正解できれば
・クイズは３問正解できればＯＫです。
です。
・
「出る杭ノッカー」や「そーれ、どかーん
「出る杭
」や「そーれ、どかーん マラリヤ」
」でＨＰが削れたところ
が削れたところ
を、「桜舞うアカデミー
舞うアカデミー マヤ」で撃破していきましょう
」で撃破していきましょう。
」で撃破していきましょう

デッキの弱点
・同値バフがメインギミックになる関係上、ステータス変動系リコードや、バ
同値バフがメインギミックになる関係上、ステータス変動系リコードや、バ
ーン系リコードで同値が崩れると立て直しが難しい。
ーン系リコードで同値が崩れると立て直しが難しい。
・また、バフデッキの宿命としてバウンス・確定破壊系リコードには弱くなり
ます。
・４ピリオドで
４ピリオドで３問は答える必要があるため、正解数が２問以下だと、かなり
３問は答える必要があるため、正解数が２問以下だと、かなり
厳しいです。

