「DQM-J3

特別体験版」から推測する製品版環境
文責 : サトチー

・はじめに
さる 3 月 9 日、
「DQM-J3 特別体験版」が配信された。この記事の目的は体験版のプレイによって
特技や仕様の情報を集めることで、
「ドラゴンクエストモンスターズ
ラゴンクエストモンスターズ 2

ジョーカー3」の対戦環境を「ド

イルとルカの不思議なふしぎな鍵」をベースに推測する、というも

のである。
この記事が新入生の皆さんに読まれる時には「ドラゴンクエストモンスターズ

ジョーカー3」が

発売されて少し経っているはずなので、暇なら答え合わせでもしてみてください。

・体験版の仕様
○スカウトできるモンスターの種類は 20 種類弱
○配合によって+値が付いたモンスターは配合の親候補に選択できなくなる
○配合結果は恐らく製品版とは異なる (恐らく前作までと同じ位階配合以外存在せず、また位階配合
で生まれうるモンスターの種類もかなり限られている)
○スキルの成長が起こらない
これより、体験版で入手できるモンスター (及び入手できるスキル) は大幅に限られていることが
わかる。

・情報の収集方法
○普通にプレイして、気付いた事を書き留める
○入手できる全てのモンスターと証を入手し、超スキルの種 2 個をリセットを繰り返しつつ投与して
特技の説明文を読み、場合によっては戦闘で使用する

・集められた情報と影響考察
・前作と変わった点
○耐性の分類が大幅に変化
攻撃の属性は火,水,風,地,爆発,氷結,電撃,重力,光,闇に分類。前作まであった炎ブレスなどの属性は
消滅した (火の息等は火に分類) 。耐性の種類数は前作から 1 つ減っているため埋めやすくなる？ 呪
文封じなど 5 つの封じ耐性の項が消滅している。気力吸収という耐性は前作の耐性との対応が見あた
らない。
前作では各系統内で耐性が似ている傾向があったため、マダンテやじごくの踊りの参照耐性位置が
系統自体の強さに影響を及ぼす可能性がある。
○能力の上昇段階が 4 段階までになり、1 段階当たりの変化量が減少した
攻撃力と守備力で確認。前作までは戦闘開始時からバイキルト (攻撃 2 段階上昇) を 1 回使うと与
ダメージが 2 倍になったが、今作ではバイキルトを 2 回使わないと与ダメージが 2 倍にならなくなっ
た。 耐性上昇も 4 段階まで上昇するようになっているが、こちらは 1 段階辺りの上昇量が前作と変
わらないため単純に上限が上がった形となった。
いきなりバイキルト,スカラ,インテ、特技のバイシオン,スクルト等の弱体化。いきなりバイキルト,
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インテが弱体化したことで速攻をかけにくくなった。半端な守備力からのスカラによる要塞化がいて
つくはどうで阻止されやすくなった。
○霧が発動の次のラウンドまでしか持たなくなっている
黒い霧で確認 前作までは三色霧やリバース,シャッフルが強すぎ、いかにそれらを自分の PT の望
むものにするか、という盤面の状態の奪い合い (いわゆる霧合戦) が基本だったため、それを抑制す
るため効果時間を短くしたと思われる。霧を維持し続けるためには毎ラウンドかけなおさなければな
らない。
霧に大きく依存した戦法の弱体化。
○「斬撃」という分類が「物理」という分類に置き換わっている
ギガブレイクやその他特技の説明文を前作と比較して確認。名前の変更に伴い前作で体技だった一
部の特技が物理分類になっている。
せいけんづきが物理に分類されているため、赤い霧下でのメタルの突破が困難な可能性あり。
○雷鳴斬り (電撃) や爆砕斬り (爆発) など、単属性の物理ダメージ技が見られる。
前作まで存在した雷神斬りなどの複合属性斬撃が消滅している可能性あり。
その場合ブレイクコツ持ちの攻撃寄りステータスキャラが弱体化。
○まわしげりが相手の守備力の影響を受けない物理分類の技になっている
前作では体技分類である以外さみだれぎりと全く効果が同じ技であったが、大きく効果が変化した。
体技分類の攻撃力依存特技が減ることで、物理攻撃キャラが赤い霧下でさらに動きにくくなる可能
性がある。
○耐性上昇呪文をいくら使用しても、元が無効未満の耐性は激減までしか上がらない
敵味方それぞれの使うバーハ (全耐性上昇の効果) で確認。
ブレイク属性技が軽減扱いで通るため、耐性上昇特技を利用した要塞化が行いにくくなる。
○同キャラ 2 回行動の雷鳴斬り→デインの際、デイン詠唱時に電撃×1.2 のような文字が画面に発生
敵の火の息→通常攻撃→火の息でも 2 回目の火の息で発生。火の息→おたけび→火の息では発生し
なかった。同属性を連続して使用すると威力が上がる可能性がある。
AI2 回行動以上の属性アタッカーの単純な微強化。PT 単位で活かそうとすると無効耐性持ちが重
くなるため厳しいか。
○ベタン→ベタドロンの特技成長において、対象が単体のまま割合が増加する
ベタドロンの時点で現在 HP の 1/6 ダメージのため、さらに呪文が成長するならばサイズの大きい
モンスターのベタン耐性埋めが必須になる可能性がある。
○ドルマが全体呪文化
単体攻撃と全体攻撃の数が変化することで耐性埋めなどに影響がある可能性がある。
なお水系呪文である新呪文系統のザバ系統は 3 段目のザバラーンまで単体攻撃である。
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○命中低下が段階制になっている
マヌーサで確認。1 発で 2 段階、最大 4 段階まで命中を下げることができた。
○敵が使ってきた特技「無心の構え」の追加 効果は体技反射 1 回のバフを自身に付与か (効果発動
を見ていないため詳しくは不明)
アタカンタ (前作のアタックカンタと対応) は効果中何度でも反射が可能という性能のままだった。
AI の行動を制限できてしまい環境に大きく影響を与える可能性がある。
○みがわり使用時にテンションが 2 段階ダウン
毎作弱体化調整が行われるみがわりだが、今作では自身のテンション低下効果が付加された。前作
ではテンション-4 段階で被ダメージが 1.3 倍になる効果があったのでそれを狙ったものだろうか (今
作での各テンション段階ごとの被ダメージ倍率は未調査) 。
みがわりを使用する戦法の弱体化。
○相手の耐性が確認できる
技にカーソルを合わせた時や相手の強さを Y ボタンで見た時に確認可能。
通信対戦時でも確認できるかは不明だが、できる場合耐性の穴を突かれやすくなる。
・前作と同じことを確認した点
○1 枠と 2 枠で火の息の相殺が発生した
○連携あり
○ブレイク系の特性 (全ガードブレイク系を除く) は耐性 2 段階ダウン
○相手を状態異常にする技でテンションを消費する
○スモールボディは他のボディに先んじて行動
○呪文会心あり
○系統テンションバーンあり
○発火や鬼火などの体技は複合属性
○1 枠モンスターのスキル枠は 3 つ、2 枠モンスターは 4 つ

・おわりに
この記事を見てゲーム内情報のかき集めや考察の楽しさを少しでも感じとって頂ければ幸いです。
ドラゴンクエストモンスターズは毎作対戦環境が大きく変わるのが面白さの 1 つなのでぜひ買っ
て一緒に考察しましょう。
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カントークラシック構築記事
文責 : 皇帝
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85

ふいうち

【はじめに】
3 月 4 日から 3 月 6 日にかけて行われた公式のインターネット大会、カントークラシックに参加し
たので会員が日々考察していることの紹介という意味で、この機会に記事にしてみた。
レギュレーションは、ミュウツーを除く初代のポケモン（図鑑番号 1～149）のみが使用可能で、持
ち物を持たせることはできないというもので、見せ合いあり 66 シングル。30 戦までという対戦数制
限がある。
通常のレーティングバトルは運ゲーにやられて嫌になることが多く最近あまりやっていないが、こ
のルールは運が悪くても明確に実力差のある相手には絶対負けない上、サイクル戦が新鮮で久々にポ
ケモン（ガルモンではない）を楽しめたので、こういった特殊ルールの公式大会にはぜひ積極的に参
加してみるといいと思う。
以下個別解説とか。

【構築解説】
この大会のレギュレーションで誰でも注目するのがカイリューである。どう見ても強い。対策とし
ては主にピクシー、ヤドラン、パルシェンが考えられるがカイリューはこの全てに打点を持つことが
でき、サイクルの中でカイリュー受けが消耗すれば受けきれなくなる。66 では当たり前だが「ステル
スロック」要因も必須なので、カイリュー＋カイリュー対策＋「ステルスロック」要因から構築をス
タートすることになる。次にこのルールで明らかに強いポケモンがカビゴンである。持ち物なしなの
で全体的に火力が低く、カビゴン程度の耐久でも崩されにくいので特殊全般に役割を持つことができ
る。まともな格闘がカイリキーしかいないのもプラス。私は「ステルスロック」要因としてゴローニ
ャの採用を決めたので、ゴローニャが「ステルスロック」をするターンに出てくることが想定される
ヤドランやカイリキーへの引き先としてスターミー、カイリュー対策にピクシー、あとはカイリュー
とカビゴンを入れ、最後は速くて強そうだからサンダースを入れて構築が完成した。

【個別解説】
・サンダース
相手のサンダースやプテラとの同速勝負が考えられるので最速安定。「めざめるパワー」のタイプ
は既存の個体を流用したため氷になっているが、後から考えたら地面の方が良かった。地面ならレア
コイルやサンダースへの打点になる上、このルールにおいて氷で抜群を取れる地面タイプのポケモン
はほぼ全員地面も抜群であるからだ。

・スターミー
火力がギリギリで特に素早さを下げる意味もないので CS ぶっぱ。それでも火力が低く、「ねっと
う」でプテラやニドキングを落とせなかった時は涙を流した。「こうそくスピン」はステルスロック
の除去ができ、受けループ系の構築に有効。カビゴンやラッキーの後出しを考えて「サイコキネシス」
ではなく「サイコショック」にした。
｛しぜんかいふく｝がめちゃくちゃ強い。

・カビゴン
このルールで最強のポケモン。過労死しないようにというのと、持ち物なしのルールでは状態異常
技が強いのでその対策として「ねむる」＋「ねごと」型にした。
「ねむる」
「ねごと」以外の型はあり
えないと思う。サイクル戦で交代先への負担を最大限かけるため AD ぶっぱ。カビゴンミラーがかな
り重要なので S に 12 割いた。
「のしかかり」はピクシーの「ちいさくなる」対策だが、それよりも追
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加効果のマヒが強く、後出ししてきたカイリキーにマヒが入った瞬間勝利が確定する。これは私がカ
イリキーを採用しなかった理由でもある。

・カイリュー
環境にめちゃくちゃ速いポケモンと遅いポケモンしかいないので S に振る必要はないと判断して
HA ベース。しかし、もしフシギバナに抜かれたら困るので適当に準速ラッキー抜き抜きに設定した。
1 回カイリキーに抜かれて「れいとうパンチ」で凍って困ったことがあったので、準速カイリキー抜
きくらいまでは上げるべきだったかもしれない。技構成については、「げきりん」はサイクル戦では
ゴミなので「ドラゴンクロー」
、ピクシーへの打点として「アイアンヘッド」
、他のポケモンで処理が
厳しいレアコイルと、カビゴンへの打点になる「ばかぢから」
、そして言うまでもなく「しんそく」の
4 つを採用。
「アイアンヘッド」でブラジル人のピクシーを怯ませて勝った時は思わず叫んだ。

・ピクシー
このポケモンは弱い。弱いが個人的に必須だと思っているポケモン。繰り出し性能が高そうに見え
て実際は数値が低くて余裕が無いので、こいつに「ステルスロック」をまかせるのは弱い。カイリュ
ーにも強そうに見えて「アイアンヘッド」でほぼ 2 発なので「でんじは」は絶対必要で、交代読みさ
れないように繰り出すタイミングもかなり考えないといけない。しかし、ヤドランとかよくわからな
いやつが積み始めてやばいときに｛てんねん｝のおかげで止められるのでやはり入れて損はない。
「い
やしのねがい」はピクシーが不要なときに、サンダースなどに使って相手のカイリューの「しんそく」
圏内から逃すといった使い方をする。C は H4 振りカイリューを｛マルチスケイル｝込み「ムーンフ
ォース」で高乱数 2 発。S は、積んでくるピクシーに役割を持てることから相手のピクシーより速い
ことがかなり重要なので 12 振りにしたが、抜かれたことがあったのでもっと振るべきだった。

・ゴローニャ
「ステルスロック」要員。物理受けに最大限負担をかけるため HA ぶっぱ。特に説明することはな
い。

【立ち回り】
基本的にゴローニャで「ステルスロック」をまき、サイクル戦で相手の受けを消耗させることでこ
ちらのサンダース、スターミー、カイリューのどれかを通して抜いていくことを考える。ゴローニャ
はだいたいカビゴンに対して投げる。「ばくれつパンチ」による運ゲーでゴリ押してくる危険のある
カイリキーは 1 匹失ってでも早急に処理するようにしていた。ちなみに、実際の戦績は 25 勝 2 敗（そ
のうち 1 回は回線切れによる負け）でレートは 1800。本当に負けた 1 敗は、
「コスモパワー」
「ねむ
る」ピクシーに詰まされたもので、ある意味構築の穴ではあったが、急所率などを考えると私が勝利
していた確率のほうが遥かに高く事実上私の勝ちみたいなものなので、ほぼ穴のない完成度の高い構
築ができたと思っている。
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ポケモンマスターシングルガルーラズ
文責 : スピンデル

1.はじめに
受験でしばらくポケモンから離れており最近ようやく復帰する、といった新入生が現在のシングル
対戦環境を手っ取り早く把握出来るよう、現在このゲームを支配しているといっても過言ではない例
の悪名高きポケモンについて解説していこうと思う。

2.メガガルーラのスペック
メガシンカ前の種族値は 105-95-80-40-80-90 であり、中火力ポケモンに無理矢理後出し可能な高
い耐久と、お互いメガシンカ前かつ最速ならばルカリオ対面で同速、加速前バシャーモ対面では先制
出来る程度の素早さを持つ。この時点での特性は肝っ玉・早起き・精神力の 3 パターン存在するが、
ゲンガーやギルガルド等にノーマル技やグロウパンチが当たるようになる肝っ玉が採用されること
がほとんどである。また、メガシンカ後の種族値は 105-125-100-60-100-100 となり、不一致格闘技
やラティオスの眼鏡流星群、ガブリアスの鉢巻逆鱗を当然のように耐えるようになる。素早さも 100
とそこそこ速く、一度メガシンカしてしまえばスカーフでないランドロスやサザンドラ等も抜けるよ
うになり、リザードンやメガ前ボーマンダと同速となる。そしてメガシンカ後の特性は、親と子が 1
回ずつ攻撃（子の攻撃は威力半減）する親子愛に変化する。この特性は攻撃の威力が実質 1.5 倍にな
り、追加効果や急所の判定が 2 回となり、連続攻撃なので身代わりや気合の襷や頑丈をも貫通すると
いった性能であり、事実上最強の特性と言えるだろう。何よりも恐ろしいのは攻撃種族値 125 とメガ
後の特性親子愛から繰り出される超高火力技であり、攻撃無補正でも猫だまし+捨て身タックルで低
耐久のポケモンどころか HP 振りのローブシンやメガへラクロスすら殴り倒してしまう。追加効果の
判定が 2 回あるのも相当厄介で、グロウパンチを使えば攻撃が 2 段階上がり、先制岩雪崩が当たれば
相手のポケモンは 51％怯み、冷凍パンチは 19％も凍る。おまけに初代特有の技のデパート系ポケモ
ンなので強力な技を大量に覚えてしまう。これらのことからガルーラの完全な対策は不可能と言われ
ることが多く、早い段階で相手のガルーラの型を見極めることが対処する上で最も肝心となる。

3.メガガルーラの主な型
①猫捨て身型 技:捨て身タックル/地震/猫騙し/冷凍パンチ or 不意討ち

配分:陽気 AS

最も基本的なガルーラの型であり、ORAS 環境では常に一定数存在する。上記の通り猫騙し+捨て
身タックルで多くのポケモンを倒せるので対面性能が非常に高い。不意討ちを採用すれば猫騙し+不
意討ちで高速低耐久ポケモンをノーダメージで突破可能であり、冷凍パンチを採用すればガブリアス
を倒したり凍りを狙ったりすることが出来る。H 振りガルーラ程度なら猫捨て身で倒せるのでミラー
には強いが、ゴツゴツメット持ちを後出しされると大ダメージを受けてしまうことが欠点。ただし捨
て身タックルという技の性質上消耗が激しいことから三日月の舞を持ったクレセリアと一緒にいる
ことが多く、HP を大きく削ってもこれで全回復されてしまうと負けに直結するので注意が必要。
②グロ捨て身型 技:捨て身タックル/冷凍パンチ/不意討ち/グロウパンチ

配分:意地 HAs

ORAS 初期に流行っていた型。攻撃特化かつ HP を実数値 203 にすることでグロウパンチ+捨て身
タックルで防御特化クレセリアを突破しゴツメダメージ 4 回と捨て身反動を耐える。この型の流行に
より一時期クレセリアは大きく数を減らした。ファイアローやジャローダなどの速いゴツメ持ちやガ
ルーラミラーが苦手。秘密型と違いガブリアス+ゴツメ持ちのような相手に安定行動が取れない。
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③両刀型 技:捨て身タックル/冷凍ビーム/猫騙し/地震 or 大文字

配分:無邪気 AcS

どのシーズンでもたまにいる両刀ガルーラ。メガボーマンダ、ランドロス、ガブリアス、カバルド
ンを冷凍ビームで威嚇や鮫肌・ゴツメを無視して倒せることが長所だが、火力が低くスイクンやクレ
セリアで止まりやすい。大文字が当たればナットレイ入りのサイクル構築には楽に勝てる。
④身代わり地震型 技:恩返し/地震/岩雪崩/身代わり

配分:陽気または意地 AS

バシャーモを絶対許さないガルーラ。バシャーモの守るに合わせて身代わりを貼り、次のターン地
震で突破するのが主な使い方。メジャーなポケモンの中で最もガルーラに強いはずのバシャーモすら
返り討ちに出来るのだから恐ろしい。状態異常技やギルガルドにも強く、耐久ポケモン相手には身代
わりを残し岩雪崩で運ゲをしかけることも多い。対面性能はあまり高くなくガルーラミラーに弱め。
⑤秘密不意討ち型 技:秘密の力/不意討ち+2 配分:意地 AS または意地 hAB
現在大流行中のガルーラ。秘密の力が非接触物理技なのでゴツメや鮫肌を警戒する必要なく安定行
動が取れる。3 割麻痺の追加効果も（何故か判定は 1 回であるが）非常に強力で、速いポケモンの足
を奪ったり、耐久ポケモンを麻痺痺れで突破したりと運勝ちが狙いやすい。ゲンガーに対してもメガ
シンカせず肝っ玉秘密で麻痺を狙え、これにより安易な道連れ連打も阻止できることが多い。ほぼ攻
撃特化の秘密の力+不意討ちで耐久無振りガブリアスを高乱数で突破し、秘密の力 3 発で防御特化ス
イクンもそこそこの確率で倒せるので、この 2 つの技だけでも最低限の対面性能と突破力が確保され
ている。そのため残りの技 2 つを使用者の好みに合わせて自由に選ぶことが可能となり、噛み砕く、
炎のパンチ、猫騙し、岩雪崩、グロウパンチ、身代わり等がよく一緒に使われる。流行りだした当初
は同族意識の意地 AS が多かったが、最近は陽気ガルーラの猫捨て身や鉢巻ガブの逆鱗+鮫肌ダメー
ジを耐える意地 AB ベースが増加傾向にある。この場合はガルーラミラーに強くするためドレインパ
ンチ等の格闘技も採用されうる。このポケモンは後出しから対処するのが非常に難しいので、ゴツメ
枠を採用せず全体的にガルーラに隙を見せないような構築にするのが最も効果的かもしれない。実際、
前シーズンはシングルレート最終 1 位から最終 4 位までゴツメ枠を採用していなかった。

4.メガガルーラと愉快な仲間たち
①ガルーラ/ガブリアス/ゲンガー/ボルトロス/バシャーモ/スイクン
最も有名な並びであり前シーズンの最終 1 位構築。
「対面厨パ」とか「厨パ」と呼ばれることが多
い。全員が高スペックで豊富な型を持つため、環境の変化に適応しつつ頂点に立ち続ける。
②ガルーラ/ガブリアス/クレセリア/ヒードラン+2
所謂ガルクレセ。ここ 3 シーズンで急増した。残り 2 枠にはゲンガーやボルトロス、キノガッサ等
がよく一緒にいる。前にも書いた通りガルーラは猫捨て身型が多いが他の型も一定数いるので注意。
③カバルドン/ガルーラ/ゲンガー+3
ガルーラ+ゴツメカバのカバガル。残りの枠には大抵ゲッコウガマリルリ等の水タイプやボルトロ
スがいる。ガルーラは秘密型がほとんどで、前シーズンは主に秘密空元気ガルーラが使われていた。

5.おわりに
第六世代は「ガルーラが強すぎてクソゲー」などと言われがちだが、意外と考えることは多く奥が
深いので、新作が出るまでに一度は現環境に触れてみることをオススメする。
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LoL、しよう！
文責 : ススス

・序文
新入生の皆さん入学おめでとうございます。さて、ここでは League of Legends(以下 LoL と略記)と
いうオンラインゲームの紹介をします。
このゲームは世界で一番プレイヤー数の多い PC ゲームと言われているほどメジャーであり、僕の実
感としても非常に面白いと思います。さらについ最近日本サーバーができたところなので、これまで
は英語で読まなくてはならなかった説明が全部日本語で読めるようになり、日本人にとっても大分入
りやすくなりました。
で、具体的に何をするゲームなの？ と言われるとちょっと説明が難しいのですが、大まかに言う
とスプラトゥーンのようにチームに分かれて戦い、自チームの本拠地を守りながら敵チームの本拠地
の破壊を目指すというゲームです。その過程でキャラごとの性能の違いや視界の奪い合いや装備の選
択など様々な要素が絡み合い、とても奥が深いゲームとなっています。
とにかく面白いゲームですし、基本的に無料(ソーシャルゲームのガチャのような悪質な課金要素
はなく課金するとキャラの見た目がかっこよくできるというだけ)なのでまず一度プレイしてほしい
のですが、何の説明もなしにただ「面白いぞ！

プレイしろ！！！」と言っても流石に困惑すると思

うので以下でゲームシステムについて説明を試みます。

・本文
LoL にはいくつかゲームモードがありますが、ここではその中で一番メジャーと思われるサモナー
ズリフトというモードについて説明します。
このモードではプレイヤーは右図のような
マップにおいて五対五で戦います。
左下と右上にある少しへこんだ部分が両チ
ームのリスポーン地点で、プレイヤーたちは
最初ここから出発し、また敵に殺されたとき
も一定時間後にここから復活します。
リスポーン地点のちょっと内側にある四角
形がネクサスと呼ばれるもので、敵味方の本
拠地であるほか、ここから敵味方の雑魚
NPC(ミニオンと呼ばれる)が湧いてきて、プ
レイヤーたちとともに敵陣に向かっていきま
す。
両ネクサスの間には三つの道があり、これは上から順にトップレーン、ミッドレーン、ボットレー
ンと呼ばれます。プレイヤーとミニオンはこの道に沿って進んでいき、敵ネクサスの破壊を目指すこ
とになります。
チーム内でどのようにプレイヤーを配置するかは原則自由なのですが、セオリーとしてはトップに
一人、ミッドに一人、ボットに二人を配置し、残り一人は各レーンの間にある森のような部分にいる
雑魚敵を狩って経験値を稼ぐというのが主流です。
さて、そのようにしてプレイヤーたちはネクサスの破壊を目指し戦っていくわけですが、三つのレ
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ーンには敵味方それぞれ三つのタワーと一つのインヒビターと呼ばれる障害物があり、さらにネクサ
スのすぐ手前に二つのタワーがあります。敵のタワーとインヒビターを破壊しないとネクサスを攻撃
できないようになっているため、まずはこれらの破壊を目指すことになります。しかし、当然敵はそ
れを妨害してきます。
それを切り抜ける方策として、例えば敵を殺してその隙にタワーを破壊する、一つのレーンは捨て
て他のレーンに人員を集中させタワーを壊すなど様々な手段があります。また敵を殺すための手段一
つとっても、普段は森にいる人がレーンに来て人数差を利用してフルボッコにする、ミニオン(雑魚
NPC)を倒しまくって経験値を稼ぎ敵より強くなるなど方法は様々です。敵の動きを見ながらこの
色々な戦略のうちどれを選択するかがこのゲームの奥深さです。
このような敵との駆け引きを繰り返し、最終的に敵ネクサスを壊した方が勝ちというのがこのゲー
ムです。

・あとがき
一応ルールを説明してみましたが、分かりましたかね？

……書いた自分が言うのもなんですが多

分分からなかったかと思います。大雑把な雰囲気は伝わるように努力したつもりですが、奥深いゲー
ムである分このゲームのシステムは少し複雑ですから。
ですがこれで分からなくても大丈夫です。ゲーム内のチュートリアルが非常に親切なので、やって
るうちに覚えられます。というわけで、少しでも興味を持っていただけた方は一度プレイしていただ
けると幸いです。
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白猫プロジェクト協力バトル適正キャラについて
文責 : wanwano

・はじめに
新入生の皆さん、合格おめでとうございます。皆さんが今この会誌を読んでいるということはそれ
なりにゲームに興味のある方々なのだと思います。東京大学ゲーム研究会では主にコンシューマーゲ
ームやアーケードゲームを研究対象としていますが、ソーシャルゲームやブラウザゲーム、PC ゲー
ムも研究対象になっています。私もいくつかのソーシャルゲームをプレイしておりますが、今回はそ
の一つの白猫プロジェクトについて書きたいと思います。
白猫プロジェクトには協力バトルというモードがあり、全国のプレイヤーとリアルタイムで協力し
てステージ制覇を目指していくことができます。協力バトルの最上位ステージは現在★11（常設のみ、
常設以外では★12 もあった）となっており、敵の攻撃力、体力共にストーリー中で登場する敵のそれ
を大きく上回ります。ここでは特に難しいとされる（とは言ってもソロでも十分クリアできる）★10
と★11 のステージについて、登場する敵、ステージの形状、ソロ、協力の観点から適正キャラクター
について考察していきたいと思います。なお、白猫プロジェクトをプレイしていない人でもある程度
わかるように、各職業の攻撃属性を以下に記しておきます。
・剣士、クロスセイバー：斬
・武闘家、ウォリアー：打
・魔導士：魔
・アーチャー、ランサー、ドラゴンライダー：突
また、この記事では基本的にノアを適正キャラとすることはしません。ノアは打属性でウッホやマ
グマジンが職的には苦手ですが、あまりにも火力が高くスキルの水属性によって一瞬で倒せてしまう
ため、どのステージでも現状過剰な火力を持っていると言わざるを得ない状況です。正直「凄絶なる
エキサイティン」や「限界のバトルフィールド！」は前者が打属性+水属性、後者ではスロウが通り
やすいこともあって圧倒的な適正なのですが……

・★10 虚無の遺跡を蝕む慟哭
まずは★10 の虚無です。虚無はスキエンティアのステージで、道中は狭いエリアに数体ずつ雑魚と
中ボスが湧きます。敵の攻撃力が高いですが、HP は高くないのである程度苦手な敵がいる職でもス
キル火力で突破できます。注意すべき雑魚としてはアクーア、チェスナイト、スモークでしょうか。
どれも通常攻撃をゴリ押ししていると被弾しやすい攻撃を持つ敵で、スキルでの素早い処理が求めら
れます。この 3 種はどれも魔導士の攻撃が効きやすいため、現在魔導士でも圧倒的な性能を持つツキ
ミが候補に挙がってきますね。ソロでの火力、パーティでのサポート力共に十分だと思います。狭い
エリアの敵をビームで殲滅できるのも評価ポイントです。また、道中の中ボスはジャガー、クイーン、
スパイダー、ウッホですが、どれも魔耐性はないのでツキミで問題ないでしょう。ボス面ではホーネ
ット、ムカデ、ガーディアンが大ボス、注意すべき雑魚はゴーストが出現します。ここがツキミにと
って痛い点です。倒せないことはありませんが、ゴーストは魔の攻撃を自分の攻撃直前以外無効化す
るので撃破に時間がかかります。この点を考慮すると、道中の苦手な敵をスキルの雷属性で突破でき、
殲滅力、移動速度が非常に高いドラゴンライダーのネモが適正の高いキャラと言えるのではないでし
ょうか。ガーディアンの本体には突が有効なのでその点も評価できます。ちなみに同じ雷の強キャラ
であるアーモンドプレミオはムカデ種を苦手とする上、虚無の敵の攻撃を食らうとすぐに床ペロする
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（戦闘不能になること）のでネモの方がより適正の高いキャラだと判断しました。
＜結論＞
1 位：ネモ

2 位：ツキミ

3 位：クリスマスシズク or リベンジカモメ

・★10 冥海より来襲せし変異種
次は冥海ですね。まず、このステージはソロでやるべきではないということを始めに言っておきま
す。決してクリアが困難というわけではないのですが、敵の HP が異様なほど高く、またどの職でも
苦手な敵が複数体出現するため、非常に時間がかかります。注意すべき敵は圧倒的にウッホとミノタ
ウロスです。このステージにパーティで挑む際一番重要なのが死なないことであり（パーティの火力
が減ると非常に困る）、そしてこのステージの死亡原因トップはウッホのグルグルに巻き込まれるこ
とと、ミノの画面外からの斧投げに当たることだからです。ミノはどの職でも苦労しないですが、ウ
ッホは打属性の職だと高 HP も相まってかなり苦労します。これによりパーティにいると嬉しいのが
斬属性のキャラクターということになります。現状斬属性で最強なのはアーモンドプレミオ、次点で
アシュレイやミコト、シャルロット、神気茶熊ミラあたりでしょうか。殲滅力、火力を考えるとプレ
ミオが最適ですね。スキルの SP 消費が少ないのも評価できます。次に中ボスとして厄介になってく
るのが複数体出現するムカデとガルーダ、スパイダーでしょうか。ムカデは斬耐性、スパイダーは突
耐性であり、そしてどちらも打が弱点です。ガルーダに状態異常が通りやすいこともあるので、燃焼
を入れやすいルウシェやモチーフ武器装備のユッカが良いのではないでしょうか。ルウシェは死にに
くいですし、ユッカは SP 回収しやすいのでどちらも良いです。ダメージを受けると SP が回復する
オウガも悪くないです。夏カスミは呪拳装備で火力がありますが、床ペロしやすいので少し落ちると
いった感じでしょうか。しかしながらここまで書いてきたものの、アーモンドピークを使えばほぼ全
ての問題が解決してしまいます。突属性ですが苦手なのは危険性の低いスパイダーくらいで、圧倒的
な殲滅力と耐久力、SP 回収力によりおそらく最も安定して立ち回れるキャラだと思います。最後に、
SP 回復ができ、サポート性能抜群な神気ショコラや神気茶熊フランがいるとより安定しそうです。
道中の雑魚敵にもスキルを撃ちたいこのステージでは SP 回復の恩恵が大きいです。
＜結論＞
パーティ前提とするため各職での順位とします。
斬……1 位：アーモンドプレミオ
打……1 位：ルウシェ

2 位：アシュレイ

2 位：ユッカ

3 位：神気ショコラ（サポート）

3 位：オウガ

突……1 位：アーモンドピーク（最安定）

2 位：テトラ（ダグラス 2）
（殲滅）

3 位：クリスマ

スシズク（武者特攻）
、ネモ（殲滅）
魔……1 位：ツキミ（殲滅兼アクションスキルバフ）、神気茶熊フラン（サポート）

・★10 凄絶なるエキサイティン
エキサイティンは私が一番好きなステージです。というのも敵の HP が基本低く、ストレスフリー
なんですよね。道中で注意すべきはマグマジン、チェスナイト、ガルーダ、マリオネット、カートで
す。マグマジンのせいで火属性は敬遠されがちですが、テトラ（ダグラス 2）でも通常攻撃と武器ス
キルで突破できたりします（おすすめはしません）。冒頭にも書いた通り、これらをまとめて殲滅で
きる（マリオネットに至っては鏡を出す前にワンパンできる）ノアがどう考えても最適解なんですが、
ノアを除くとシャルロットやツキミ、アーモンドプレミオなどが候補になります。後述の理由でこの
ステージは突属性のソロ性能が非常に低いため、突以外で高火力のキャラクターが良いでしょう。ボ
スではマグマジン、ホーネット、ガルーダ、どぐう、そしてキャッスルが出現します。このキャッス
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ルこそが突を避けたい最大の理由となっています。他の敵は多少苦手属性でも HP の低さ故に押し切
れるのですが、キャッスルはその性質上突で挑むと大変な思いをします（簡単に言うと 2 か所部位破
壊をした後一定時間内に本体を倒し切らないと振出しに戻る）
。また、どぐうが出現することもあり、
危険な外殻を速攻撃破した上で中身を火属性で倒しきれるシャルロットやルウシェは適正が高いと
言えるでしょう。また、キャッスルをビームによって撃ち抜けるツキミや夏カスミも候補に挙がりま
す。キャッスルに有利と言われるメリオダスは他の敵との相性が普通レベルなのでソロ性能が高くは
ないです。
＜結論＞
1 位：シャルロット、アーモンドプレミオ

2 位：ツキミ

3 位：ルウシェ、夏カスミ

・★10 機知を求めし絡繰迷宮
このステージは敵の殲滅よりもいかに早くステージを攻略できるかを重点的に考えたいと思いま
す。敵を倒すということで問題になるのはラストに出現するデュラハンで、この点から突属性と水属
性のみのスキルを持つキャラクターは候補から外します。まず、ステージの攻略として、火、水、雷
の 3 属性全てを使えるキャラクターがいるとギミック解除を楽にこなせるためスムーズに進めます。
現在 3 属性を使えるキャラとしては夏カスミと正月テレーゼが強いキャラクターとして挙がるでし
ょう。次に、この 2 キャラは移動速度が遅いので、移動殲滅役としては移動速度が速く、ビームスキ
ルもちのため殲滅力の高いアーモンドプレミオを採用するのが良いと思われます。デュラハンという
1 点だけを考えるならば魔族特攻持ちのメア（ダグラス 2）でも良いですが、魔族特攻はアクセサリ
で補えるのでやはりプレミオが良いと思います。そもそもこのステージ、ドラゴンのルーンを集める
以外では周回したくなるようなステージじゃないんですが……
＜結論＞
ギミック解除役……1 位：夏カスミ（テレーゼより自身の火力があるため）
移動殲滅……1 位：アーモンドプレミオ

2 位：ツキミ

2 位：正月テレーゼ

3 位：ルウシェ

・★11 熱狂のクロスファイト！
★11 ですね。★11 からは極めて高い攻撃力をもつカース系の敵が登場します。これらの危険な敵
を殲滅できるかどうか、さらにはこれらの攻撃を耐えられるかどうかが★11 適正に大きく関わって
きます。
クロスファイトは多くのプレイヤーがソロでの TA をやっていますが、現在最もタイムが早いのは
黒猫ディートリヒ、次点でテトラ（ダグラス 2）
、その後にリベンジカモメ、ノア、アーモンドプレミ
オ…と続いています。キャラクター評価として高いもののトップとは言えないディートリヒがなぜこ
こまで TA において優れているかというと、ランサー故の SP 回収力、スキルの火力と殲滅力がある
からです。ランサー以外の職は SP 回収に通常攻撃をしなければならず、そこでミスをしたり手間取
ったりするとタイムが縮まりませんが、ランサーはジャストガードによって一気に SP 回収できるの
でそこで他の職と差をつけられます。さらにビームによる殲滅があるため、ディートリヒのタイムが
早くなるのです。また、クロスファイトは突耐性を持つ敵が、危険度が低くゴリ押ししやすいスパイ
ダーくらいであるため、その点もランサーやドラゴンライダーの適正を上げていると言えます。
もちろん適正は TA のタイムだけでなく安定性も考慮するのでそれを交えて考察します。まず先述
の通り、突のキャラクターが有利となります。また、敵キャラとしてスコーピオン、スパイダー、武
者、ムカデ、マンティコアが出現しますが、特に注意したいのがラストで同時に 2 体登場するマンテ
ィコアで、これをどれだけ安定して倒せるかが重要になります。この点でスキル中にマンティコアの
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デンジャラスアタックを受けないディートリヒ、燃焼を入れやすいテトラ（ダグラス 2）が有利にな
ります。マンティコア以外にもクロスファイトには燃焼が有効な敵が多く出現するので、燃焼持ちの
キャラクターは適正が高いです。また、ここでもノアは非常に適正の高いキャラと言えます。打特効
のムカデがいますし、他の敵もスキル 2 でスコーピオン以外ワンパンできます（スコーピオンもワン
パンできるかもしれません）
。スキル 2 が操作不可能かつ勝手に移動するタイプなので TA 向きでは
ありませんが、初心者でもソロ攻略可能なほどの強さがあります。他にはアーモンドピークが良いで
しょうか。速くはありませんがやはり高い火力と殲滅力、耐久力で難なくソロクリアできます。アー
モンドプレミオはマンティコアに強くないため最適とは言えません。正月シャルロットやシャルロッ
トも強いですが、先の 3 人には劣るといった印象です。
＜結論＞
1 位：ディートリヒ

2 位：アーモンドピーク

3 位：テトラ（ダグラス 2）

テトラは多段の火力が端末に影響されること、ある程度のプレイヤースキルとタウン補正が必要な
ことから上位 2 キャラより落ちるとした。

・★11 限界のバトルフィールド！
バトルフィールドですね。このステージはマップが単純な長方形で非常に広いです。危険な敵は画
面外から攻撃が飛んでくるチェスナイトやカースタートル、スナイパーでしょうか。★11 だけあって
敵の火力が非常に高く、防御の低いキャラだとあっという間に床ペロします。このステージの最適正
は可変ビームもちのキャラクターと言って差し支えないでしょう。可変ビームもちのキャラクターは
テトラ（ダグラス 2）
、ツキミ、アーモンドプレミオ、シズク、クリスマスシズク、夏カスミ、キング、
ネモですね。追尾ビームでも良いですが、その中では有効なのが超性能の神気茶熊ソフィとルシエラ
か状態異常の強い正月テレーゼくらいです。バトルフィールドではスロウが有効なので正月テレーゼ
は悪くないです。とは言っても最適正を考えるとやはり火力が高く、また操作可能で射程の長いビー
ムをもつキャラクターが良いです。道中、ボスにどぐうが出現するため、一番戦いやすいのはテトラ
ですが、協力でのサポートも考えるとツキミも同レベルに活躍できます。ネモ、プレミオに関しては
どぐうに強くないので少し落ちるといった感じです。ビームもち以外だとユッカやアシュレイ、ルウ
シェ、オウガも悪くないですが最適正かと言われると……
＜結論＞
1 位：ダグラス 2 テトラ、ツキミ

2 位：アーモンドプレミオ、ネモ

・★11 激闘のデッドフロント！
何を最適解とするかによりますが、ランダムマッチで安定して勝ちたいならクリスマスシズクかネ
モを連れていくといいんじゃないでしょうか。前者はマグマジンに対応しやすく、また倒し損ねたカ
ースドラゴンをビームで処理できます。後者は死にませんし、火力も非常に高いです。アスラが出現
するので突属性は有利ですしね。アーモンドピークは死にませんがネモより敵の殲滅で劣りますし、
プレミオは床ペロします。
ただこのステージ、周回する目的が他の★11 よりハイルーンの効率がいいことだけなので、固定パ
ーティでの高速周回という側面が強いです。そうなった場合、攻略方法は可変ビームによる壁抜きか
強引にボス級だけ倒して突き進むかになります。そうなった場合、パーティは前者ならビームの長い
夏カスミとクリスマスシズクに防衛用のキャラクターを添える、後者なら超火力のテトラかアーモン
ドプレミオにツキミを添えるというのが最適解になります。また、最近ではネモソロでの壁抜き周回
が動画で上がっていました。夏カスミやクリスマスシズクよりはスキルの時間が長いためは 1 周の時
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間がかかりますが、壁抜きできるキャラとしては最も火力と安定性を両立しているキャラなので候補
に挙がるかと思います。
＜結論＞
上の通り。友達がいるかいないかで変わります。

・最後に
いかがでしたか？ 結局最適って現状の最強キャラばっかりじゃないかと思う方もいるかもしれま
せんが、そうです。逆に考えれば白猫は強いキャラ引いておけば遊べるので、やってない人はリセマ
ラでもして始めてみるといいのではないでしょうか。
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会員自己紹介
ここからは TGA（東京大学ゲーム研究会）の愉快な仲間たち……もとい愉快な会員たちの自己紹
介となっています。会員たちそれぞれの H.N（ハンドルネーム）や、己を主張するべく選んだ画像、
自己紹介、好きなゲームなどを見てお楽しみください。＜他の人からの紹介＞コメントを覚えておけ
ば役に立つかもしれませんし、立たないかもしれません。並びは入会年度順となっています。
各項目は以下のような内容になっています。読む際にわからなければ参考にしてください。

①H.N（ハンドルネーム）
掲示板や会誌記事、学園祭企画などで使用します。
②所属
会員の学年や所属学部・学科あるいは科類です。
③アイコン
会員が己を主張する画像（画像はイメージであり、実際の会員とは異なる場合があります）
。
④おすすめのゲーム
会員イチオシのゲーム。機会があればプレイしてみてもいいかも。
⑤自己紹介
自分のことや好きなジャンルのゲームなどの簡単な紹介です。
⑥他の人からのコメント
他の会員から見たその人の「真の」姿。自分だけじゃわからないことってありますよね。
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H.N:あたまろ

所属:教養学部 2 年
代表のあたまろです。ゲームの低レベル攻略や制限プ
レイが好きで、先輩方に助けてもらいつつ頑張っていま
す。去年度は主に 3DS 版 DQ8 をやっていました。部室

＜おすすめのゲーム＞

ではよくわからないゲームを引っ張り出してプレイして

・スーパーモンキーボール（GC）

いることが多いです。一応音ゲーもやっていて、去年弐

クリアできず挫折するゲーム

寺を始めて SP 十段取りました。ポケモンも多少わかりま

・Trials Fusion（PS4）

す。他にはシミュレーションゲームやパズルゲーム、人

クリアできず挫折するゲーム

生も好きです。モンハンと中本は得意だけど嫌い。

＜他の人からの紹介＞

・実在しない妹の話をしてくる（スピンデル）

・北極十倍の申し子（ゆーま）

・シュレーディンガーの妹（ゼータ）

・決戦に火をつけた男（HAL）

・北極 10 倍を食べた人（F）

・全ての元凶（なめくじ）

・女装癖がある（皇帝）

H.N:HAL

所属:教養学部 2 年
はじめまして、HAL です。はるって読みます。副代表
やってます。去年秋ごろまではポケモン対戦ばかりして
いましたが、レートの闇に呑まれた結果今ではブックオ

＜おすすめのゲーム＞

フで色んなゲームを買っては積む日々です。RPG をプレ

・決戦Ⅱ

イすることが多く、裏ボス撃破で満足しちゃう口だった

54 円で 30 時間遊べるゲーム。

のですがそろそろ RTA や低レベルクリアにもチャレン

・キングダムハーツ 2

ジしようかなという感じです。ソフィーのアトリエとい

爽快なアクションと厨二シナリオ。

うゲームに注目中。

＜他の人からの紹介＞

・へびにらみを唯一外した男（なめくじ）

・にわか（くっきゐ）

・蛇睨みは命中 100 ですよ（Alf）

・通常色孵化厳選妥協勢（ゼータ）

・決戦 3 作連続 RTA 全一（nope）

・構造化学（わんわんお）

・誰かの構造化学の点数と足せば幸せ（sometan）

H.N:しなもん

所属:教養学部 2 年
しなもんです。格闘ゲームが好きです。どんな格ゲーで
もだいたい好きです。3rd のブロッキングが好きですが使
いこなせないので嫌いです。日頃はアークシステムワー

＜おすすめのゲーム＞

クスにお世話になっていますが、部室にいるときはカプ

・ARMORED CORE VERDICT DAY

コンにお世話になっていることが多いです。GA の中では

・ARMORED CORE for Answer

キョージュが好きです。

＜他の人からの紹介＞

・こいついつもトレモしてんな（ススス）

・格ゲー班の新星（F）

・一見まとも（TaLe）

・かわいい（たらひろ）

・闇が深い（アメリカ）

・同期にさん付け（dedede）

・かわいい顔して時々えぐいこと言う（ゼータ）
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H.N:なめくじ

所属:教養学部 2 年
はじめまして、なめくじといいます。主に中古でよく
わからないゲームを買ってプレイすることに最近はハマ
っています。今年は真面目にゲームをプレイしようと思

＜おすすめのゲーム＞

っています。ホラゲーを深夜にプレイするのはやめまし

・ピクミンシリーズ

ょう。生活リズムが狂います。

制限プレイもできる不朽の名作。

アイコンはコータスですがポケモン要素はあまりありま

・シーマン(PS2 版)

せん。クソゲー要素もありません。中本禁をしているの

ディスクより専コンの方が高い。

で中本にはあまり行ってません。

＜他の人からの紹介＞

・スススの介護をしてくれる（スピンデル）

・シーマンの親（しなもん）

・中本に精神を破壊された男（ススス）

・クソゲーの民（sometan）

・中本を食べない男（あたまろ）

・アンサガやれ（たらひろ）

・発想と行動のおかしい礼儀正しい後輩（ゼータ）

H.N:くっきゐ

所属:教養学部 2 年
はじめまして、くっきゐです。
ゲームをするより中古屋ゲーム屋でゲームのパッケージ
を眺めたり、買ってきて積むほうが好きです。入る前は

＜おすすめのゲーム＞

ポケモンしかやってなかったけど、最近はポケモン以外

・二ノ国 漆黒の魔導士

のゲームをすることが多いです。悩みは PS4 がインテリ

ゲームと本がセットで 100 円で投げ

アになっているのでそれをなんとかしたいです。

売りされてた神ゲー

アンチ中本過激派なので気を付けてください。

＜他の人からの紹介＞

・役割集中注文構築のエース（Rethe）

・ウェイ（ススス）

・飯屋での注文が上手い（スピンデル）

・つよいツイッタラー（Alf）

・中本に行かない強い意志（たらひろ）

・ゆゆ式どうでしたか（ゆーま）

・アンチ中本勢として頑張ろう（あたまろ）

H.N:どんと

所属:教養学部 2 年
どんとという者です。
普段はハード、ジャンル問わず色んなゲームをやって
います。基本的にどんなジャンルにも興味はあるので、

＜おすすめのゲーム＞

ゲームのことならなんでも話しましょう。

・バイオハザード４

部室ではヴァンパイアセイヴァー等の格闘ゲームをして

傑作アクションゲーム
・カプコンとＳＮＫの格ゲー全般
格ゲーは楽しむだけなら簡単です

います。私も詳しいというほどじゃないですが、基本的
な駆け引きについては簡単に教えられると思うので、格
ゲーに興味がある人は気軽に声をかけてください。

＜他の人からの紹介＞

・ラーメンをいっぱい食べてる（しなもん）

・隠れクズ（アメリカ）

・いつの間にか部室に来ていつの間にか帰ってる

・いつも格ゲーしてる（たらひろ）

（ゼータ）

・やってない格ゲーなさそう（dedede）
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H.N:皇帝

所属:教養学部 2 年
あのねあのね、アイカツとかプリパラとかやってるん
だよ。あとね、プリキュアもすきだよ。あとはねー、ぽ
けもんとかいかさんとかもやるんだーえへへ。あ、とし

＜おすすめのゲーム＞

は 7 さいだよ！よろしくね！

・プリパラ(AC)
・アイカツ！DCD
・SIREN

＜他の人からの紹介＞

・女児アニメを見ているときだけ笑顔になる（ス

・いつもキレてる（うい）

ピンデル）

・基本的にキレてる（Alf）

・普通にキモオタク（あたまろ）

・もっと人生楽しく生きよう（たらひろ）

・塾長が最も恐れた男（なめくじ）

H.N:nope

所属:教養学部 2 年
はじめまして、nope です。
「のぺ」と読みます。去年
はポケモンのダブルバトルをメインにやっていました。
去年の暮れに携帯機一筋だった我が家に PS2 と PS3

＜おすすめのゲーム＞

が導入されたので色々なゲームをやろうと思ってブック

・ポケモン

オフでゲームを買い漁ったものの、何故かポケモンをや

・軌跡シリーズ

ってしまうので積みゲーが 30 本くらい溜まっています。

・艦これ

教養として提督業もやっています。厳選との相性は抜
群にいいです。

＜他の人からの紹介＞

・いつも深夜四時に起きてる（ススス）

・猿界の頭脳（くっきゐ）

・雷ママ（タイラー）

・ぺぺぺ（F）

・ポケモンパンと中本しか食べない（スピンデル）

・Flow の単位は来ましたか？（sometan）

・漢（いむた）

H.N:pepin

所属:教養学部 2 年
はじめまして、pepin です。基本的に beatmaniaIIDX
と RPG をやってます。RPG はクリアしたら満足して、
あまりやりこんだりはしたことないですが、せっかく

＜おすすめのゲーム＞

TGA に入ったのでなんかやろうと思ったり思わなかった

・beatmaniaIIDX（AC）

り。

永遠に遊べるゲーム

昨年はあまり活動に参加していませんでしたが、今年
こそは積極的に活動しようと思ったり思わなかったり。

＜他の人からの紹介＞

・部室でみんなで遊ぶべき（ゼータ）

・駒場祭ありがとう（たらひろ）
・音ゲー会合以外にも来よう（あたまろ）
・皆伝はよ（F）
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H.N：Rethe

所属:教養学部 2 年
HN は「レテ」と読んでください。様々なルールで様々
なポケモンに手を出して遊んでいることが多いです。そ
の他にも国際孵化や怪しい準伝の厳選をしていることも

＜おすすめのゲーム＞

あります。放課後会合にもしばしば行っているので、見

・ゼルダの伝説 トワイライトプリン

かけたら気軽に声をかけてくださいね。
３月中旬に出るポッ拳を買ったらやりこもうと思って

セス
雰囲気やストーリーが特に好きで
す。

はいますが、経験上スマブラなどの格ゲーがことごとく
上手くないので、色々教わりたいです。

＜他の人からの紹介＞

・TGA15 最後の砦（とるこ）

・まとも（ジルコン）

・厳選のプロ（なめくじ）

・トリプル勢（くっきゐ）

・控えめ夢めざ氷理想サンダー（スピンデル）

・TGA15 の良心（sometan）

・語彙が減ってきた（dedede）

H.N:サトチー

所属:教養学部 2 年
いろんなゲームを広く浅くやってたり時々考察してみ
たりするゆるふわゲームプレイヤー。収集とかコンプと
か数字を増やす作業とか好きです(大体同じもの)。最近や

＜おすすめのゲーム＞

ってたりやってなかったりするゲームはポケモンドラク

・新・世界樹の迷宮（3DS）

エ世界樹スマブラポケとるデレステ辺り、どのゲームも

今年ここから世界樹にはまった。
・ポケモン
孵化用親個体の収集が楽しい。

プロには遠く及びません。
収集の結果マスボポイマが数百単位で余ってるので配ら
せてください。

＜他の人からの紹介＞

・デレマスガチ勢（ジルコン）

・ゲームの解析のプロ（sometan）

・デレステな（dedede）

・ポケとるのプロ（Rethe）

・研究してる感（あたまろ）

・ポケとるの考察、助かります（くれない）

・すごい（うい）

H.N:スピンデル

所属:教養学部 2 年
はじめまして、スピンデルです。他のゲームを全くや
らないというわけではありませんが基本的にポケモンの
シングルバトルをメインにプレイしています。去年は全

＜おすすめのゲーム＞

く部室に行かず家でシングルレートに潜っていました

・ポケットモンスター

が、最近は部室へ行ってシングルレートに潜ることも増
えたので一緒にやる人を募集しています。

＜他の人からの紹介＞

・回転が速すぎて止まって見える（nope）

・シングル超強い（dedede）

・右回りか左回りかわからない（うい）

・回転生レートだいすき（たらひろ）

・キノココの里（Rethe）

・回転（検閲により削除）
（ばるむたん）

・有名強者（なめくじ）
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H.N:ススス

所属:教養学部 2 年
スススといいます。部室では主に格ゲーをやっていま
すが、それに限らずゲーム全般が好きで、家ではボード
ゲームやネトゲや恋愛シミュレーションもやってます。

＜おすすめのゲーム＞

蒙古タンメン中本はおいしいです

・BALDR FORCE
電脳空間中で展開されるストーリー
を描いたアクション AVG。元は PC ゲ
ームだが PS2 等にも移植された。

＜他の人からの紹介＞

・駒場東大前駅で奇声をあげていた（とるこ）

・あかりちゃん（なめくじ）

・モンハンで父親の本名フルネームを使っている

・こいつには関わらないほうがいい（皇帝）

（スピンデル）

・携帯食料全部持ってく（リグーン）

・内なる獣を放し飼いにする男（アメリカ）

H.N:wanwano

所属:教養学部 2 年
はじめまして、wanwano です。HN はアルファベット
表記ですがひらがな表記を推奨しています。
コンシューマの方ではポケモンやモンハンを主にやっ

＜おすすめのゲーム＞

てます。燼滅刃 TA やりたいのに切れ味 5S3 が出ません。

・ダンジョントラベラーズ 2 王立図

あと最近ダンジョントラベラーズを始めました。

書館とマモノの封印

コンシューマ以外では艦これ（瑞鶴提督）
、白猫プロジェ

・白猫プロジェクト

クト、乖離性 MA とかですかね…この前白猫の入れ替え
限定に n 万円つぎ込んでしまって現在酷い金欠です。

＜他の人からの紹介＞

・15 ではめずらしいソシャゲ勢（なめくじ）

・ソシャゲに n 万円課金（HAL）

・コミケ戦士（とるこ）

・生協前で踊ってそう（ススス）

・秋葉原は彼の庭のようなもの（ゼータ）

・歩くのがおそい（スピンデル）

・わわおん（ジルコン）

H.N:Alf

所属:教育学部基礎教育学コース 3 年
「アルフ」と読みます。初代からずっとポケモンをプ
レイしています。去年の冬に国際孵化とかいう闇のゲー
ムに手を染めたせいで、タマゴの孵化個数が 5 桁になっ

＜おすすめのゲーム＞

てしまいました。対戦の腕前にはあまり自信がありませ

・ポケモンスタジアム金銀（64）

んが、フレ戦に誘っていただけたら嬉しいです。

神ゲー。ラッキーは許さない。

ポケモン以外のゲームにも興味はあるのですが、あま

・国際孵化

り手を出せずに 2 年の月日が流れてしまいました。おす

人生の無駄。

すめのゲームがあればぜひ紹介してください。

＜他の人からの紹介＞

・厳選を続ける強い意志（くれない）

・めげない国際孵化勢（くっきゐ）

・ボウリング部（UCAP）

・模範的ポケモン勢（F）

・いろんなゲームにチャレンジしてる（ジルコン）

・ジャローダガチ勢（タイラー）

・また 2 世代やろうな（dedede）
60

H.N:ゆーま

所属:教養学部 2 年
昨年度代表を務めていました、ゆーまです。何故かま
だ教養学部にいます。基本的には音ゲーやってますが、
マリオ 64 の RTA もやってました。ゲームはそんなに上

＜おすすめのゲーム＞

手くないです。ゲーセンや、一人用ゲームを黙々とやる

・maimai（AC）

タイプなので放課後会合は少しサボり気味…。
ゲーセンか雀荘か中本に大体います。ストレスが溜ま

言わずと知れた SEGA の洗濯機
・beatmania IIDX（AC）
クソゲー

るのが嫌いなのに、何故かやってる事はストレスが溜ま
るものばかりです。よろしくお願いします。

＜他の人からの紹介＞

・1 年で代表を務めた有能（アメリカ）

・beatmania IIDX は神（F）

・アクティブオタク（とるこ）

・総合科目強者（ばるむたん）

・いつだって麻雀音ゲーオタクの三連コンボ（ジ

・バブみは神（タイラー）

ルコン）

H.N:うい

所属:経済学部 3 年
ういと申します。ポケモン(ダブル、GS)メインで活動
していて、オフに出る時はいおりって名前を使ってます。
最近ドーブルを使わないと勝てないことが判明したので

＜おすすめのゲーム＞

このゲーム向いてないんじゃないかなって気がしてきま

・艦これ改(PSvita)

したけどもうちょっと頑張ります。ポケモン以外だと最

いつでも、いつまでも。提督の手に

近では艦これ改と simple シリーズの変なゲームをちょ

「艦これ」そして「艦娘」をーー。

いちょいやってます。音ゲーが苦手でデレステの☆27 以
上がクリアできません誰か助けてください。

＜他の人からの紹介＞

・Bismarck の育成ができないことにキレて PC を

・ネイティオ許さん（いむた）

破壊（とるこ）

・昨年度最高峰の要塞構築（rimo）

・ビスマルクの薬指のサイズをこっそりはかって

・ドーブルといないとダメな男（ジルコン）

た（nope）

H.N:EL

所属:理学部 3 年
はじめまして。EL と申します。好きなジャンルはローグ
ライクゲームですが、上手くはないです。フリーゲーム
では CataClysm:DDA がおすすめです。

＜おすすめのゲーム＞

本郷での講義が主となるのであまり会合には参加できな

・不思議の幻想郷 –THE TOWER OF

いと思いますがよろしくお願いします。

DESIRE-(PSVITA)
東方の二次創作なので、東方とローグ
ライクが好きなら。

＜他の人からの紹介＞

・化（たらひろ）

・2 年のスポ身いっしょだった（UCAP）

・†りばけ†の闇に飲まれないよう頑張って……

・割と謎のヴェールに包まれている（ジルコ

（ゼータ）

ン）
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H.N:ジルコン

所属:医学部医学科 3 年
はじめまして。ゆるゆるふわふわライト勢としてゲー
ムのつまみ食いばかりしていたらいつの間にか 3 年生に
なっていました(これを書いているうちは 2 年生だけど)。

＜おすすめのゲーム＞

最近は上野タイトーステーションに住んでいます。ここ

・ビートストリーム アニムトライヴ

にいないときは iPad をぽこぽこ叩いていることも多い

(AC)

です。なんかたまに思い出したように 3DS を開いている

BisCo(CV 洲崎綾さん)の声を一生聴

姿も目撃されています。好きな中本は北極等倍で嫌いな

き続けるゲーム。

中本は北極 10 倍です。よろしくお願いします。

＜他の人からの紹介＞

・フウロさん（HAL）

・宿屋（ばるむたん）

・北極 10 倍を食べてしまった人（F）

・フウロちゃん（ﾛｸｼｷ）

・北極 10 倍が大好き（あたまろ）

・東大医学部の異端児（くれない）

・ヤンデレへの造詣が深い（たらひろ）

H.N:sometan

所属:工学部化学生命工学科 3 年
はじめまして、sometan です。アンサガおじさんとか
呼ばれているような気もしますがきっと気のせいです。
評判が微妙なゲームに手を出してはハマるみたいなこと

＜おすすめのゲーム＞

をずっとやっています（アンサガ、じゅうべえくえすと、

・アンリミテッド：サガ（PS2）

ブレスオブファイア 5 等）
。

いつもの。
・ブレイブリーデフォルト FtS(3DS)

本業は RPG の低レベルクリアと 2D アクションです。
ゲームの話をするのは好きなのでぜひ新入生の皆さんお

初期レベルでクリアできる神ゲー。 話ししましょう。

＜他の人からの紹介＞

・男のパンツが好き（たらひろ）

・ア（ジルコン）

・アンサガ払い（くれない）

・妖怪アンサガオイテク（ﾛｸｼｷ）

・アンサガおじさん（くっきゐ）

・クソゲーの民（あたまろ）

・聖剣 4 やりましょう（しなもん）

H.N:ばるむたん

所属:理学部地球惑星環境学科 3 年
趣味が (主にドラクエ 8 の) 低レベルクリアで、8 年く
らい前からやっています。
好きなゲームはドラクエ、マリオとか。対戦ゲームと

＜おすすめのゲーム＞

かは弱いのがすぐバレるので敬遠しがちな傾向。マリオ

・ドラゴンクエスト 8（PS2,3DS）

カートはとりあえず 3 位とかに入っておけば弱いのがバ

まだまだやりたいことが多すぎる

レないので神。

・マリオカート 7 （3DS）
非ラン VS 弱者

何か思いついてもすぐ飽きる性格をなんとかしたい。
あと周りが麺類派ばかりなので白飯派の友人が欲しい。

＜他の人からの紹介＞

・Twitter の ID が毎日変わる（UCAP）

・マリオカートし過ぎ（dedede）

・生態が謎（とるこ）

・低レベルクリア仲間（sometan）

・bot 管理人です（ジルコン）

・無限にゲームしてる（たらひろ）

・ジルコンさんが大好き（あたまろ）
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H.N:からあげ

所属:教養学部 1 年
はじめまして、からあげです。入学から二年たった今で
も学年が変わりませんが僕は元気です。好きなゲームは
スマブラやモンハンなどアクション系で、ポケモンも少

＜おすすめのゲーム＞

しだけかじってますがグラードンを捕まえてからの記憶

・勇者のくせになまいきだ！（PSP）

がありません。ポッ拳をけっこう楽しみにしていたり。

ストレスを勇者にぶつけて魔物で袋

もう後がないので新入生の皆さん、僕と一緒に進級しま

叩きにする神ゲー。生命のはかなさを

しょう。よろしくです～

教えてくれる。

＜他の人からの紹介＞

・言語センス（あたまろ）

・いつみても一年生（アメリカ）

・進級できなかった人（F）

・追いコン RTA（ばるむたん）

・生ける伝説（sometan）

・1 から 1 への恒等写像（ジルコン）

・人生を楽しんでそう（リグーン）

H.N:ちょぐ

所属:教養学部 3 年
普段はスマブラとストリートファイターをしていま
す。主に対戦するゲームが好きです。3 年になったらな
かなか部室行けなさそうですが、出没したら仲良くして

＜おすすめのゲーム＞

やってください。

・ディズニーツムツム
人間性能が試される神ゲー

＜他の人からの紹介＞

・スマブラがんばってほしい（たらひろ）

・こいついつも体調悪いな（アメリカ）

・しるこサンドを知らなかった（UCAP）

・ちょくちょくいなくなる人（しなもん）
・よくエンカする（ジルコン）

H.N:茶壺

所属:教養学部 3 年
初めまして、茶壺といいます。3 年で教養学部ですが留
年したわけではないです。人と対戦するゲームが好きで、
主に格ゲーとかスマブラとかをやっています。対戦機能

＜おすすめのゲーム＞

があるゲームなら格ゲー以外でもやるので何でも部室に

・ヴァンパイアセイヴァー

持って来てください。サルゲッチュ 2 のフットサルとか

面白いです。

おすすめです。

・ストリートファイター5

音ゲーも一応好きなジャンルでリフレクビートとかを

通称義務 5。義務です。

細々とやっています。

＜他の人からの紹介＞

・Wii 返してくれてありがとう（たらひろ）

・穏やか（dedede）

・大会で入賞してるイメージある（うい）

・ウニ（ジルコン）

・点数調整のプロ（くれない）

・あほ（TaLe）

・結構音ゲーもやっている（ゼータ）
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H.N:UCAP

所属:工学部 3 年
ゆーきゃっぷと読みます。好きなゲームはポケモンで
すが、図鑑コンプを目的にプレイしていて対戦はやって
いません。図鑑完成お手伝いします。新作も発売される

＜おすすめのゲーム＞

みたいなのでますます全国図鑑完成が大変になるなあ。

・ペーパーマリオ RPG（GC）

昨年は他の活動に精力的になっておりゲームをほとんど

100 階ダンジョンは当時小学生の僕

やっていなかったですが、今年こそはゲームをたくさん

には無理だった……。今ならできるか

やろうと思います。会合にはなかなか顔を出さないかも

もしれない。

しれませんがよろしくお願いします。

＜他の人からの紹介＞

・フットワークの軽いオタク（ゆーま）

・バック走（アメリカ）

・アイドルマスター（3 次元）
（ゼータ）

・貢ぐオタク（うい）

・真面目な仕事ぶりよかったです（rimo）

・貴重な DeNA ファン（minashigo）

・一年間よくがんばってくれました（dedede）

H.N:とるこ

所属:法学部 3 年
TGA に入ってからポケモン一筋でしたが、最近スプラ
トゥーンを購入しました。周りの人達から熱い指導を受
けながら敵陣に突っ込んで倒されています。

＜おすすめのゲーム＞

ポケモンはシングルバトルをメインにやっています。

・ポケットモンスターシリーズ

去年は大規模オフに 3 回ほど参加しました。もっとも、

考察のしがいのあるゲーム。

最近は引退気味です。新作が今冬に発売されるそうなの

・艦これ
考察のしがいのあるゲーム。

で、それまでにもう一度しっかり 6 世代環境に触れてお
きたいですね。

＜他の人からの紹介＞

・ボロを出すのと化けの皮を剥がすのがうまい（ジ

・シシコ（タイラー）

ルコン）

・ココアちゃん（あたまろ）

・こいつのような猿にはならないようにしようね

・法律に強いキモオタ（TaLe）

（kobato）

H.N:みどる

所属:教養学部統合自然科学科３年
はじめまして、みどるです。ポケモンのダブルバトル
を中心にやっています。最近いろいろあってポケモンか
ら遠ざかっていましたが、そのうち再開したいなあと思

＜おすすめのゲーム＞

っています。おしゃぼ厳選もしていました。メタモンな

・ポケモン

ど貸せます。今年の夏頃からアメリカに行ってしまいま

・フリーホラーゲームいろいろ

すが、twitter には常在する予定なのでぜひぜひ話しかけ
てください。よろしくお願いします。

＜他の人からの紹介＞

・留学する超ハイスペック（ゼータ）

・いばるーん（うい）

・いそがしそう、ポケモンまたやりましょう（い

・エジプト神（とるこ）

むた）

・留学マ？（ジルコン）

・ゴージャスボールがすきです（たらひろ）
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H.N:TaLe

所属:法学部 3 年
「テイル」といいます。アクションゲームを中心に色々
なジャンルに手を出してる雑食系ゲーマーです。
入学前は SCE ハードのゲームがメインで PSN トロフ

＜おすすめのゲーム＞

ィーを集めたりしていましたが、TGA に入ってから格ゲ

・トマトアドベンチャー

ー(セイヴァー)や音ゲー(弐寺)を始めました。昨年度は加

私はここからゲームに嵌った。その 1

え て 任 天 堂 ハ ー ド のゲ ー ムに も ふ れ る よ う に なり 、

・Grand Theft Auto シリーズ

Splatoon などをエンジョイしていました。

私はここからゲームに嵌った。その 2

今年は FPS 上手くなりたいなとか思っています。

＜他の人からの紹介＞

・スプラトゥーンでいつもキレてる（ススス）

・辛辣（sometan）

・こいつを怒らせてはいけない（kobato）

・恐るべき男（いむた）

・一言がめっちゃ面白い（あたまろ）

・とても優しい人です（dedede）

・一言が刺さる（たらひろ）

H.N:ゲモ

所属:教養学部 2 年
はじめまして、ゲモです。諸事情により教養学部 3 年
目になります。いろいろなゲームをしていますが、特に
ファイアーエムブレムや Code Name: S.T.E.A.M.リンカ

＜おすすめのゲーム＞

ーン VS エイリアンみたいなゲームが好きです。最近は

・ Code Name: S.T.E.A.M. リンカー

ゼノブレイドとかをやっています。

ン VS エイリアン(3DS)

対戦ゲームだと主にスマブラ for WiiU をやっています。

シミュレーションシューティング

＜他の人からの紹介＞

・よくわからんゲームしてる（アメリカ）

・元同クラ（ばるむたん）

・ファルコンパンチが好き（しなもん）

・謎のゲームにはまった（TaLe）

・時間があるためかめっちゃゲームしてる（ゼー

・進級できた人（F）

タ）

H.N:alyssum

所属:経済学部 3 年
こんにちは、alyssum です。主にポケモンとカービィ
をやっています。ポケモンはレート戦はしておらず、も
っぱら孵化厳選(と準伝厳選)ばかりしてます。オシャボに

＜おすすめのゲーム＞

入ったフル遺伝持ちの理想個体を眺めるのが好きです。

・逆転検事 2

やっとレートで人気の理想準伝が揃ってきたからそろそ

スピンオフながら本編に優るとも
劣らない完成度を誇る。長いボリュー
ム満点。

ろレート始めようかな、と思っていたところで最新作サ
ンムーンが発表されてしまいました。新環境で彼らが参
戦・活躍できることを祈ります。

＜他の人からの紹介＞

・しれっとヤバい厳選してる（sometan）

・会計の先輩（しなもん）

・経済学部で生き抜こうな（うい）

・同い年（UCAP）

・忍耐力が常人の比じゃない（ゼータ）

・GenSen ルールの民（ジルコン）

・ID 厳選のプロ（とるこ）
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H.N:kobato

所属:法学部 3 年
はじめまして、
「こばと」と読みます。ゲーム研究会に
入って 3 年目になりましたが、以前胸を張ってやりこん
だと自慢できるゲームがなく、恥ずかしい限りですが、

＜おすすめのゲーム＞

ここはこんな僕でも楽しくやっていけるようなサークル

・艦これ改（PSVITA）

です。一応 DQ・FF・テイルズ・ポケモンなどいろいろ

絶対面白くないと思ってやってみた

嗜んでいます。最近は某イカのゲームを発売してすぐ始

ら普通に面白かった神ゲー。

めたのに、いまだに S から抜け出せないのが悩みです。
早く S+になって引退したい…。

＜他の人からの紹介＞

・キモオタガチ勢（TaLe）

・食べるのが早くてすごい（しなもん）

・図書館（うい）

・聖地在住（くれない）

・同士（dedede）

・オタク（ゆーま）

・強いオタク（HAL）

H.N:タイラー

所属:工学部 3 年
タイラーといいます。部室にいる頻度は並ぐらいです。
いつもはポケモンをやっているのですが、ここ数か月は
ほぼモンハンと音ゲーしかしてません。メイン機種はサ

＜おすすめのゲーム＞

ウンドボルテックスで他にもいろいろ触ってます。この

音ゲー全般

まえ専コンを買ったので弐寺もメインにする予定。TGA

ポケモン

まとも班所属です。よろしくお願いします。あ、艦これ

モンハン

もたまにやってます。ゆるふわエンジョイ勢ですが….ば
ぶ

＜他の人からの紹介＞

・そんな事があったのね、もう大丈夫だからね」

・現代母性論（うい）

（ジルコン）

・バブみ一列 100 優（Alf）

・って言いながらぎゅーしてくれるもん（ばるむ

・大鳳ママなら「どうしたの、そう（sometan） たん）

H.N:くれない

所属:工学部 3 年
初めまして、くれないといいます。ゲームをするより、
中古ゲームを漁る方が好きなような気がします。RPG を
中心にいろんなゲームに手を出して積んでいます。

＜おすすめのゲーム＞
・サルゲッチュ 2
サルを捕まえるミニゲームのつい
たサッカーゲーム。

ポケモン勢のはずが、最近はモンハンとか積みゲーの
消化とかばかりでポケモンは引退気味です。でも 4 月に
は復帰してるはずなので、気軽にフレ戦とか誘ってくだ
さい。あ、モンハンのマルチプレイも大歓迎です。是非

・MHX お守りを掘るだけの神ゲー。 一緒にたん掘れ周回しましょう。

＜他の人からの紹介＞

・アニメへの考察が深い（kobato）

・走るオタク（アメリカ）

・きれいなオタク（とるこ）

・女児（ジルコン）

・気づくとラーメン食ってる（dedede）

・おそとかけまわる子供（sometan）

・アニオタ（うい）
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H.N:アメリカ

所属:工学部 3 年
アメリカといいます。ゲーム研究会に入った当初はポ
ケモンをやろうと思っていたのですが、全くやらずに今
に至ります。最近はスマブラを主にプレイしています。

＜おすすめのゲーム＞

スマブラをやりたい人募集しています。ぜひ一緒にプレ

・大乱闘スマッシュブラザーズ for

イしましょう。授業が基本的に本郷で行われるので、普

Wii U(Wii U)

段の放課後会合にはあまり顔を出せないと思いますが、

簡単な操作ながら奥が深い対戦アク

会ったときはよろしくお願いします。

ションゲーム

＜他の人からの紹介＞

・背がたかいスマブラ強い（しなもん）

・成績優秀だった（UCAP）

・身長分けて下さい（タイラー）

・アメリカン（たらひろ）

・シーク弱体化おめ（dedede）

・たらひろさんを暗殺（ジルコン）

・神とゴミしか言わなくなった人（F）

H.N:たらひろ

所属:理学部物理学科 4 年
主にゲームの早解き、RTA をやっています。3DS 版
DQ8,DQ9 の最速記録を持ってるはずです。他にやったこ
とのあるタイトルは DQ3(SFC),5(PS2),FF9,12,13 など。

＜おすすめのゲーム＞
・FINAL FANTASY XII（PS2）

最近はポケモン XY の RTA を頑張ってます。
新歓会合では基本的にラスボス撃破ブースにいるつも

戦闘のテンポが良く自由度が高い。 りです、いろいろ話しましょう。よろしくお願いします！
好きな女性のタイプは、結婚した後も RTA するのを許
・ドラゴンクエスト 5（PS2）
たぶん 100 回くらいクリアした。

してくれる人です。

＜他の人からの紹介＞

・神奈川を捨てた人（minashigo）

・ゲームには真摯（いむた）

・金持ってそう（リグーン）

・すぐ全一になる（あたまろ）

・終電降り損ねたけど女は神（sometan）

・成瀬順（rimo）

・会話が雑（Alf）

H.N:Unam

所属:工学部マテリアル工学科 4 年
はじめまして、Unam です。読みはウナムだったりし
ます。入会時はポケモンをやっていましたが、今ではポ
ケモンはおろか家庭用ゲームにもほとんど触れずにひた

＜おすすめのゲーム＞

すら音ゲーをやっています。よく某 100 円 2 クレのゲー

・beatmania IIDX

センにこもってます。

一年間こればっかりやってました
・jubeat

全然顔を出さないのでレアキャラ扱いされたりしてま
すが、よろしくお願いします。

かつてのメイン機種

＜他の人からの紹介＞

・俺と同じくらいレアキャラ（minashigo）

・学科の先輩（UCAP）

・進振り極限低レベルが上手い（たらひろ）

・学科の同輩（リグーン）

・音ゲー応援してます（dedede）

・お布団の妖精（ﾛｸｼｷ）

・ビーストもしましょう（ジルコン）
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H.N:taka

所属:教養学部地域文化研究科 4 年
後期教養学部所属の、自他ともに認める「駒場の民」
です。TGA 屈指のゆるふわゲーマーかつ幽霊部員です。
駒場部室にいることはほとんどありませんが、駒場には

＜おすすめのゲーム＞
・Final Fantasy シリーズ

よくいます。8 号館と学館付近に生息しています。
TGA 会員のくせに最近はめっきりゲームをやらなくな

・ポケモン不思議のダンジョンシリー

りました。本を読むのが好きです。TGA の他にも吹奏楽

ズ

部に所属しており、音楽をやっています。やたら守備範

・ポケットモンスターDPt（第 4 世代） 囲の広いゲーム研究者を目指しています。

＜他の人からの紹介＞

・ぼくはオタクではありません（ジルコン）

・ポケカの民（HAL）

・ゴリゴリゲームしていくべき（たらひろ）

・秘書（sometan）

・FF する会合しよう（1 年ぶり 2 回目）
（F）

・2 世代最高（dedede）

・FF 大好きなファゴット吹き（ゼータ）

H.N:ゼータ

所属:工学部化学生命工学科 4 年
RPG やアクションなど様々なジャンルのゲームを、良
ゲームからクソゲームまで、最新ゲームからレトロゲー
ムまで、と幅広くプレイしています。ポケモンもやって

＜おすすめのゲーム＞

おり、対戦はトリプルメインで一応全ルール出来て、対

・ブレイブリーデフォルト FtS

戦意外だと準伝厳選を主要ルール（？？）にしてます。

・Time and Eternity

今年はあまり部室に顔を出せないでしょうが、新しく

・ファイアーエムブレム if

トリプルやローテを始めてみたい、このクソゲームやっ

・ライブ・ア・ライブ

てみてほしい、等あればぜひぜひ声かけてください。

＜他の人からの紹介＞

・伴侶（dedede）

・メキシカン（リグーン）

・色々まめ（minashigo）

・校正ヤクザ（くれない）

・色々と強い（なめくじ）

・dedede 氏の伴侶（ﾛｸｼｷ）

・総合勢を継ぐ者（ジルコン）

H.N:minashigo

所属:工学部 4 年
昔はポケモンなどをやっていたのですが、いつの間に
かひたすらイカになってインクの中を泳ぐことを生業と
するようになっていました。まだまだアップデートも続

＜おすすめのゲーム＞

いているので今からでも遅くありません。大学生活スタ

・すばらしきこのせかい（DS）

ートダッシュで差をつけよう！

DS 最高傑作

あと音ゲーもずっと続けています。あとは適当に RPG や

・beatmaniaⅡDX（AC）

アクションゲームをつまみ食いしている感じです。よろ

味方を叩くな、鍵盤を叩け

しくお願いします。

＜他の人からの紹介＞

・ウデマエカンスト期待してます（アンゲツ）

・ここさけを見た仲（たらひろ）

・イカで煽ってくる人（F）

・ちな De（UCAP）

・穏健派リッター（ゼータ）

・返しが辛辣（dedede）
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H.N:@BEL

所属:教育学部 4 年
@BEL と言います。あっとべると読みます。気軽にあ
とべ様と呼んでください。
最近は任天堂縛りを離れて色んなゲームに手を出してい

＜おすすめのゲーム＞

るグローバル派なゆるふわ勢です。部室に顔を出すこと

・Splatoon

は稀ですが Splatoon のオンライン対戦は結構やってい

・SIREN(シレンではない)

るので、僕と一緒にホクサイで走り回ってくれる新入生

・SUMABURA

のメンバーを絶賛募集しています！！わいわいゲームし

S で始まるゲームが大好きです！

ましょう！！！

＜他の人からの紹介＞

・伝説のスナイパー（minashigo）

・通称跡部（リグーン）

・寮の自己紹介がキラキラしてる（たらひろ）

・返しがうまい（dedede）

・大滝のぼりの件は忘れんぞ（F）

・（`・ω・´）
（ジルコン）

・人生楽しんでそう（Alf）

H.N:リグーン

所属:工学部マテリアル工学科 4 年
リグーンです。英語表記は rigoon です。ポケモンのメ
ダル集めなどの RPG クリア後のコンプ要素埋めが好き
です。ポケモンサン/ムーンの発売直後にレート人口が減

＜おすすめのゲーム＞

ったところで ORAS の「レーティングバトルシングルベ

・ポケモンシリーズのメダル収集

スト 100」
、
「レーティングバトルダブルベスト 100」の

・サルゲッチュシリーズ

メダルを獲得しようと画策しています。

・ダンガンロンパシリーズ

基本的に不器用なのでアクションゲームは苦手です
が、RTA 企画に参加して克服を試みたこともあります。

＜他の人からの紹介＞

・ポケモンちゃんとやってくれ（いむた）

・終電が早い（minashigo）

・はってはがせるキャラ付け（うい）

・ファクトリーやってー！！！（たらひろ）

・ゴリノ（TaLe）

・梅干しの種を食べる（ﾛｸｼｷ）

・見た目はマイルド、中身はワイルド（Alf）

H.N:アンゲツ

所属:理学部数学科 4 年
主にポケモンのシングルバトルをやっていましたが、
最近はめっきりスプラトゥーンにはまっています。ウデ
マエ S＋目指して頑張っていますが、なかなか上達しま

＜おすすめのゲーム＞

せん……。ポケモンの方も、新作発売までに何かしら結

・スプラトゥーン

果を残したいところです。

・ダークソウル、ダークソウルⅡ

＜他の人からの紹介＞

・シングルレート 1 位とってください（うい）

・お酒のもう（たらひろ）

・いつのまにかポケモンやめてた（minashigo）

・意外と元気（dedede）

・笑顔がまぶしい害悪使い（Alf）

・駒場の民（ジルコン）

・今度ダイナモ教えてください（とるこ）
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H.N:dedede

所属:工学部電子情報工学科 4 年
この 4 月から 4 年生になるんですが、なりたくないで
す。研究したくないよ、助けてくれ～～。みなさんはき
ちんと東京大学単位楽勝学部卒業簡単学科に入って人生

＜おすすめのゲーム＞
・beatmania IIDX

の勝者になりましょうね。
左記以外でよくやっていたゲームは TOGf、FF13、

・スマブラシリーズ

Splatoon などなど。部室で騒いでいたらだいたい私……

・ピクミン 3

だと思っていましたが最近は騒ぐ人増えたかも。

＜他の人からの紹介＞

・中本はドクターストップ（くれない）

・致すか。
（ばるむたん）

・痔痔痔さん（kobato）

・致した（UCAP）

・ツイッターフォロー非推奨（皇帝）

・2 桁の数字（ジルコン）

・病には気を付けてください（なめくじ）

H.N:ゆゆゆ

所属:工学部都市工学科 4 年
どうも、ゆゆゆです。ポケモンとテトリスを主にやっ
ています。
ポケモンは育て屋に搾り取られて破産したので、既存

＜おすすめのゲーム＞

個体をやりくりしながらシングル(たまにダブル)レート

・ポケモン

に潜っています。

いろいろ楽しめるゲーム

テトリスも対戦を主にやっています。テトリスって対戦

・テトリス

あるの！？って感じでしょうか。マラソンモードも片手

いろいろ楽しめるゲーム

間にできてオススメゲーム百選に入ります。

＜他の人からの紹介＞

・ツイッターがめちゃくちゃ面白い（いむた）

・デデンネ（うい）

・ブログもめちゃくちゃ面白い（たらひろ）

・女子力（くれない）

・女子力 252 振り（Alf）

・ンネ（ジルコン）

・ギャグセンスめっちゃある（ゼータ）

H.N:デリバ

所属:工学系研究科 1 年
人の子とは愚かなものです。人を殺したその手で赤子
を抱く、何故そのような不条理なことができるのか？何
故世界は、純粋な黒ではなく灰色なのか？私には理解で

＜おすすめのゲーム＞

きません、ささやかな喜びも、生も―。だから私はその

・ぐるみん

世界を抹殺し、新しい世界を創ります……。混沌に満ち

・オズの魔法使い ルングルング

た、純粋な闇の世界を―。

・こみゅにてぃぽむ
・倫敦精霊探偵団

闇の跋扈する時代、我等は更なる闇と成る――
(2008 年 9 月 25 日発売 税込 7140 円)

＜他の人からの紹介＞

・いつも“素敵”なゲームをしてる（アメリカ）

・絆（sometan）

・自宅で bookoff 開けそう（リグーン）

・PS ゲーム収集家（ﾛｸｼｷ）

・さりげなくクソゲーを勧めてくる（TaLe）

・謎の PS ゲーを勧めてくる（ゼータ）

・クソゲーを愛している（しなもん）
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H.N:たまごん

所属:新領域創成科学研究科人間環境学専攻
TGA5 年目のたまごんです。日々いかに快適に眠るか
を考えて生活しています。コンシューマだと最近はガン
ダムブレイカ―3 とミラクルガールズフェスティバルを

＜おすすめのゲーム＞

プレイしてます。今年は世界樹Ⅴが楽しみです。あとポ

・ミラクルガールズフェスティバル

ケモンや美少女をローテーションしてます。柏キャンパ

（PSVita）

ス在住なのでエンカウントしにくいかもしれませんが、

キモオタ専用音ゲー。フル Ver ができ

よろしくお願いします。

るのが地味に良いのと CG が◎

＜他の人からの紹介＞

・にゃんぱすしましょう（たらひろ）

・抱き枕に練乳（ﾛｸｼｷ）

・下は 4 から（うい）

・柏に行ってしまう（いむた）

・猫の手○○ホール（くれない）

・K・S・W 最高―ッ！（ジルコン）

・お兄ちゃん（dedede）

H.N:Aki-Yoshi

所属:法学部 4 年私法コース
はじめまして、Aki-Yoshi です。卒業予定だったのです
が、直前の追試験でもやらかしてしまい、25 万を張って
居残ることになりました。同期はみんな院進しているの

＜おすすめのゲーム＞
・桃太郎電鉄

20 周年(DS)

で、よしとしましょう。刑訴は闇。
そんなわけで、就活 2 周目以外は単位 1 つとるだけです。

ゲー研のみんなでやるパーティーゲ

暇なので、駒場にもよく顔を出すでしょう。余計部室が

ーム耐久企画やりたいなあ。

狭くなるでしょうが、相手してやってください。対戦相
手にもなるかもよ？主にポケモンで。

＜他の人からの紹介＞

・はかいこうせん推し（dedede）

・プロの秘書（sometan）

・†本気（マジ）で学ぶ†（ジルコン）

・ブックオフ（たらひろ）

・もう 1 年よろしく（F）

・狂った構築（うい）

・謎ルールを考察する人（とるこ）

H.N:F

所属:工学系研究科航空宇宙工学専攻修士 1 年
時は早いものでもう 1 年生になってしまいました。普
段は beatmania IIDX とかいう音ゲーか FF シリーズを
やっていることが多いです。最近はポケモンやっている

＜おすすめのゲーム＞

ことも。部室では誰かがやってるゲームに適当に途中参

・FINAL FANTASY XIII (PS3)

加することも多いです。家ではあんまりゲームしてない

戦闘が非常に愉快。
・The TOWER シリーズ
ビルは建てていくべき。

です。俗に言うゆるふわってやつです。
あと実は「F」と「Ｆ」で表記揺れしてます。あんまり
気にしなくていいです。

＜他の人からの紹介＞

・○○は神だけで会話する（アメリカ）

・音ゲーが上手な人（しなもん）

・プリンのねむるはロマン（dedede）

・旅行は神（あたまろ）

・危険物の取り扱いがうまい（たらひろ）

・ポケモン復帰やったー！（rimo）

・語彙を溶かしながらも話が面白い（とるこ）
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H.N:いむた

所属:工学系研究科修士 1 年
ポケモン対戦、特にダブルバトルをやっています。偶
に対戦オフにもサークル員を誘って出ています。
昨年 PS4 を買って以降、ポケモンより PS4 のゲームの方

＜おすすめのゲーム＞

がやる時間が増えました。3 月にはダークソウル 3 も出

・ウイッチャー3(PS4)

ましたし、ドラクエ,FF,KH も開発中ということでワクワ

すべてが最高の RPG

クしますね。

・いけにえと雪のセツナ(PS4)

あとパズドラも好きです。マルチプレイの石回収をした

エンディングは最高の RPG

いのでぜひ新歓で一緒にやりましょう。

＜他の人からの紹介＞

・また一緒にオフ出ましょう（うい）

・硬派な男（たらひろ）

・独特なブログ（リグーン）

・オフ会優勝（rimo）

・幼馴染関係力学特論（あたまろ）

・キモオタ警察（くれない）

・その 2 はやく書いてください（ジルコン）

H.N:ﾛｸｼｷ

所属:D1
人間性がアレすぎて闇に呑まれました。会う機会が少
ないかもしれませんがどうぞよろしくお願いします。
FF、テイルズ、ゼル伝、FE など有名所を少しずつ触

＜おすすめのゲーム＞

っている感じです。他にも色々ありますが全体的に深さ

・beatmania IIDX（弐寺）

も広さも大したことないです。というか闇に呑まれてい

楽しい音ゲー。言語野は崩壊する

るので最近はゲームプレイ時間自体減ってます。直近で

・ファイアーエムブレム if

プレイしたのは VC ピカチュウ版とトワプリ HD です。

ヤンデレおっぱいお姉ちゃん最高

一番好きな場所はお布団です。もふもふｽﾔｧ

＜他の人からの紹介＞

・冷やし味噌ラーメンさん（ジルコン）

・よく永眠なさっている（うい）

・冷やし味噌辛さ三倍麺半（nope）

・中本ガチ勢（UCAP）

・D 進は闇（ゆーま）

・起きましょう（dedede）

・D 進、サイコー！（ゼータ）

H.N:ラスカル

所属:情報理工電子情報学専攻 1 年
RTA とかをしてます。最近はいけにえと雪のセツナの
RTA をしてます。RPG が好きで割とレトロなものから
最近のものまでいろいろやってます。

＜おすすめのゲーム＞
・DQ7

RTA するのはおすすめしま

せん

過去に RTA したことあるゲーム:
ロマサガ 2,DQ2,DQ7,FF5,がんばれゴエモンでろでろ道
中おばけてんこ盛り,いけにえと雪のセツナ

・パワポケシリーズ

＜他の人からの紹介＞

・年々語彙が溶けてる（いむた）

・ラスカルです（リグーン）

・ブラック鎮守府（ﾛｸｼｷ）

・情報系のスーパーエース（sometan）

・桜 Trick さん（なめくじ）

・会話が丁寧（dedede）

・羽化（ジルコン）
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H.N:Tst

所属:工学系研究科 1 年
私は昔から水分の摂取が多めなのですが、ここ数か月
特に多くて 1 日 4 リットルはお茶を飲んでいます。本郷
にある 100 円ローソンには 2 リットル 108 円でお茶が売

＜おすすめのゲーム＞

っているので生活の糧になります。それ以外だとハッシ

・ポケモン

ュポテトがそこそこのサイズあって 54 円なので、マクド

ガルーラが好き。時代は両刀。
・モンハン
双剣が好き。時代は両刀。

ナルドとかいう規模に甘えたファストフード店と違って
お得感を得られます。
あ、あと中本のラーメンが好きです。

＜他の人からの紹介＞

・伝説の卒論スライド（rimo）

・嫁は金剛！通うは本郷！（とるこ）

・管理組合（HAL）

・HN の元ネタ貞〇〇！（kobato）

・深い“考察”
（くれない）

・ボルトロス厳選の天才（皇帝）

・ボルト厳選 400 時間（リグーン）

H.N:tako

所属:農学部生物素材化学 4 年
数少ない農学部所属。駒場低レベルクリアを失敗した
過去があります。
WiiU の VC を利用してゲームする日々を送っています。

＜おすすめのゲーム＞

スマホではバトルガールハイスクールをやってます。無

・スーパーメトロイド（SFC）

課金でもガチャをたくさん回せて、イベントでタイムア

サッカーゲームではないです。

タックできるので楽しい。

＜他の人からの紹介＞

・僕もオルフェンズ好きです（nope）

・卒業はできそうですか？（F）

・

・カード勢（ジルコン）

・

・遊戯王を良くやっている（ゼータ）

・

H.N:R.T.

所属:新領域創成科学研究科物質系専攻 M2
R.T.といいます。さらなる高みを目指して毎日鍵盤を
叩いています。RPG、SRPG もやります。まあ、最近で
は、平日は音ゲーやるだけで精一杯なのですが……。

＜おすすめのゲーム＞

柏の住人で本格的に駒場生との関わりが薄いですが、

・beatmania IIDX (AC, PS2, PC 等)

今年は(順当に行けば)大学生活最後の年ということもあ

・ファイアーエムブレム if 暗夜王国

り、去年より駒場に行く回数を増やしたいと思っている

(3DS)

ので、よろしくお願いします。

＜他の人からの紹介＞

・柏の囚人（TaLe）

・柏のビートマニア（ﾛｸｼｷ）

・まあまあかな（dedede）

・研究一筋（rimo）

・柏‐駒場間の交通費 4 桁（たらひろ）

・ゆきラーメン（いむた）

・柏の仙人（F）
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H.N:rimo

所属:工学系バイオエンジニアリング専攻修士 2 年
入会 6 年目の rimo です。主にポケモン対戦、とりわけ
公式ルールメインで取り組んでいます。駒場にあまり行
けなくなりましたが、放課後会合の 2 次会には積極的に

＜おすすめのゲーム＞

参加していく所存です。ところで、昨年夏は WCS に興

・ポケモン超不思議のダンジョン

味があったのでボストンに出張してきたのですが、実に

フォッコをパートナーに選べる神

楽しいところでした。ポケモンしにアメリカ行きたいけ

ゲー。更にパートナーの名前まで選べ

ど一人じゃ……なんて寂しがりなお坊ちゃまのキミ！

る超神ゲー。

リッチで優しい先輩の誰かが一緒に行ってくれるかも！

＜他の人からの紹介＞

・睡眠はちゃんとしましょう（リグーン）

・Day2 の男（いむた）

・アニメ考察のプロ（HAL）

・rimo 先生（うい）

・やっぱりセレナは最高でちゅ～（Alf）

・成瀬順（たらひろ）

・LAST TRAIN～新しい朝～（くれない）

H.N:りーふ

所属:文学部歴史文化学科 4 年
TGA6 年目、3 回目の 4 年生をしているりーふです。
東大卒業 RTA のチャートが作れませんでした。そんな身
分なので去年は完全に消えていましたが今年はさっさと

＜おすすめのゲーム＞

就職して顔出ししたいという決意を固めています。
よくやるゲームは太鼓や指などの音ゲー、RPG など。

・戦極姫…バグを楽しんでこそ。
・太鼓の達人…いい筋トレ。

QMA への課金が最近減少して焦る。最近は WoT とかい

・QMA…ヴァニィうるさい。

うアレに時間を吸われてああ大変。俺、就職決めたら

・逆転裁判…4 も嫌いじゃないよ。

VITA 買ってブロックをクラッシュするんだ……。

＜他の人からの紹介＞

・マッチョ系ゲーマー（ゼータ）

・僕はみずき派です（UCAP）
・またドラクエしましょう（たらひろ）
・肉体派（F）

H.N:瀬能透矢

所属:経済学研究科修士 2 年
新入生の皆さん、アニメ映画『KING OF PRISM by
Pretty Rhythm』（通称「キンプリ」）はご覧になりまし
たか？「キンプリ」は「プリズムショー」という歌・ダ

＜おすすめのゲーム＞

ンス・スケートを組み合わせた競技を舞台に「プリズム

・GUILTY GEAR Xrd

スター」を目指す男子たちの物語。見る者を笑顔にする

おすすめの格ゲーです。
・ストリートファイターV

ショーの数々と無駄のないシナリオから成る今年最高傑
作間違いなしの作品です。ぜひキンプリを見てください。

義務です。

最後に自己紹介ですが、格ゲーが好きです。

＜他の人からの紹介＞

・クソゲーのクソなところを喜んで説明してくれ

・ドスのきいた方（ジルコン）

る（F）

・部室でよく Mac を広げている（nope）
・格ゲーの鬼（ゼータ）
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H.N:錦糸町民

所属:工学部マテリアル工学科
・広く浅く色々やってる。

画像入れるのめんどない？

・去年は同人ゲーをけっこうやった。
・PS Vita は神ハード。

＜おすすめのゲーム＞

・部室で格ゲーをやっていることが多い。

・世界樹の迷宮 2（DS）
・ヴァンパイアセイヴァー（AC 等）
・恋姫†演武（AC・PS4 等）
・SIREN（PS2）

＜他の人からの紹介＞

・ダークストーカーだから朝に弱い（しなもん）

・同級生だった（rimo）

・世界樹のプロ（sometan）

・午前中を知らない人（アメリカ）

・ついに後輩（？）になってしまった（F）

・千里眼（リグーン）

・いったい今何年生なんだ……（ジルコン）
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ゲーム研究会の OB 紹介
文責：rimo

1.はじめに
ここまでは現役会員の紹介でしたが、ここから先はゲーム研究会の OB の紹介となります。OB の方々は
大勢いらっしゃいますが、その中でも会合や五月祭・駒場祭でお会いすることの多い方々を中心に紹介しま
す。大学に入学した時期でクラスメイトや現役会員を覚えるだけでも大変なのに OB 会員まで覚えることは
難しいと思いますが、話題に出てきた時などに読み返してもらえると幸いです。
また、この記事は過去の新歓会誌に掲載された記事をベースに適宜加筆を行うことで出来上がっていま
す。過去の記事を書かれた先輩方にこの場を借りて感謝の意を表したいと思います。

2.OB 紹介
・dqmaniac（1994 年度入学）
「東京大学ゲーム研究会」の前身である「東京大学ドラゴンクエスト研究会」の創立者。卒業後はやり込
み専門団体「極限攻略研究会」を設立しやり込み活動を続けていました（現在は引退）。「SFC 版 DQ5 の
ラスボスをレベル 1 キャラ 2 体で倒す」などといった数々の偉業を過去に成し遂げています。また、「毎日
パソコン入力コンクール」というタイピングの腕前を競う大会で内閣総理大臣賞や最高段位を獲得するなど、
タイピングの腕前も全国トップクラスです。
・KSF（2000 年度入学）
数学科卒。音ゲーが好物で、ゲーセンに音ゲーをプレイしに行くとランダムエンカウントします。特に DDR
が好きなようですが、その他の音ゲーも幅広く嗜まれています。明るく気さくな人であり結構見目もよろし
いのに、2 次元専門らしいです。
・PON（2000 年度入学）
「極限攻略研究会」の現代表。DQ シリーズのやり込み作品を数多く発表しています。卒業した現在でも現
役会員ばりに TGA の活動に出席している方です。2012 年の駒場祭企画である大運動会の中で行われた「PS2
版 DQ5 リカバリータイムアタック（ReTA）」の問題作成を手伝って頂きました。
・@（2003 年度入学）
数学科卒。学部 4 年のときにポケモンを始めてから急速に腕を上げ、それ以降、サークル内におけるポケ
モン対戦の牽引役となっていました。ポケモン公式大会上位入賞者を多数輩出する某サークルとのお付き合
いが始まったのも、この方のおかげ。WCS2010 東京 B 準優勝の実績があり、ポケモン対戦の実力は文句な
し。ポケモン以外には、ガンダム VS ガンダムやスパロボを嗜んでいます。
・けい坊（2004 年度入学）
「極限攻略研究会」所属。DQ6 の RTA を中心とするやり込み活動を行い、学園祭企画にもたびたび出場。
1 度プレイしたきりくらいでよく知らないゲームの企画でも、そこそこの成績を残してしまうくらい RTA の
才能があります。理学部生物化学科から柏へ進学し、柏の厳しい生活に耐え卒業。PON さんと同じく、2012
年の DQ5ReTA 大会の問題作成を手伝って頂きました。
・クロウ（2004 年度入学）
マリオ、ファイアーエムブレムシリーズを始めとした任天堂のゲームから、FF、モンスターハンター、魔
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界村、ロックマンなど、とにかく幅広いゲームをプレイ。学園祭で「マリオ 1 を 3 時間で 26 周クリア」
、
「魔
界村 4 作エンディングツアー」といった偉業を達成。これに加え、特にケツイをはじめとする STG も相当や
りすぎている『おにぃちゃん』
。最近は STG のみならず音ゲーにも手を出し始めたようで、主に GITADORA
と DJMAX TECHNIKA2 をプレイしていらっしゃる様子。ゲーム以外では某小学生がバスケしている作品に
ご執心です。学園祭に限らずよく遊びに来ますが、その時は遠慮なく「おにぃちゃん」と呼んであげてくだ
さい。
・怠け者（2004 年度入学）
ポケモンを始め、任天堂のゲームをこよなく愛する方。代表的なやり込みは、「ポケモン HGSSRTA」、
「バトルステージトータルレコード 10000 越え」、「New マリオ RTA」などなど。おコダ氏がマリオカー
ト Wii で国内ランキング 7 位に入ったゴーストを送ったら、それを上回るタイムのゴーストを送り返してき
たという驚愕のエピソードがあります。一時は、国内ランキングでこの 2 人の名前が並んでいるという異様
な光景になったとか。また、過去に 2 回行われてたポケモン図鑑完成 RTA の強力な主力メンバーでもあり
ます。
・おコダ（2005 年度入学）
2006 年五月祭のポケモン赤緑 RTA で「電波を飛ばして乱数調整をしている」と言われるくらいポケモン
に愛され、ポケモンを愛しているリアルポケモンマスター。ポケモンのカードゲームやグッズ集めなど、ポ
ケモン全般に強いです。新歓会誌の最初に「アニスたんはぁはぁ」な記事を延々と書き連ねるほどのロリコ
（ry 今はアニスでもハルカでもヒカリでもなく AKB48 のファンらしいです。
・Ralf（2006 年度入学）
聖剣伝説やエスプガルーダⅡを好んでおり、両方とも学園祭でプレイを実演したことがあります。創作活
動が好きらしく、ポケモンの卵の孵化を楽にする「半自動卵孵化器」を作成したり、ゲーム研究会とは直接
関係ありませんが、同人サークルノンリニアに所属して同人 STG を作ったり、幅広い活動を行っている方で
す。
・えぐち（2006 年度入学）
「極限攻略研究会」所属。主に FF シリーズと DQ シリーズの RTA をされている方で、学園祭の RTA 企画
や ReTA 企画にも何回も出場されており、特に RTA 企画に関しては何度も優勝されていました。あまりの凄
さに RTA 界隈では大魔王と畏怖されているとかいないとか。
・idika（2007 年度入学）
ゲーム研究会のポケモン班が外部への高い知名度を得る以前からポケモン活動に携わり、ポケモン班を支
えてきたプレイヤーの一人です。ポケモン以外ではガンダム VS ガンダムなどを好んでいらっしゃるようで
す。また声優について非常に豊富な知識を持っており、その深淵は常人には推し量ることは出来ません。
・イリアス（2007 年度入学）
「極限攻略研究会」所属。主に DQ、ポケモン等の RTA をされており、学園祭の RTA 企画、ReTA 企画に
も出場されていました。また TGA 内の STG ブームに火をつけた方の一人でもあり、怒首領蜂最大往生、ケ
ツイ等の CAVE が出している STG をやり込んでいらっしゃるようです。
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・つみ（2007 年度入学）
クソゲーやレトロゲーをこよなく愛する方で、ほとんど名前が知られていない昔のマイナーなハードやソ
フトを多数所持されています。また、最近は格闘ゲームにも興味を持っていらっしゃるようです。
・root3（2008 年度入学）
テイルズオブシリーズが好きな方で、
「テイルズオブシリーズ 13 作連続 RTA」や学園祭で多くの RTA を
企画していました。また、在学中に音ゲーをはじめ、jubeat の only my railgun（EXT）でエクセレントを出
すなどスコア力には定評があります。電源ゲーム以外にも TRPG やヴァンガードや M:tG など広く興味を
持っている方です。
・MCO（2008 年度入学）
ダライアスや R-TYPE などの横 STG、メトロイドやガンスリンガーストラトスなどの ACT、A 列車や
マインクラフトなどの SLG などなど幅広いゲームをやっています。また、前述の「半自動卵孵化器」を自
転車と合体させて、山手線 1 周しながらポケモン孵化をする企画など、技術力には定評がありました。
・Rapha（2008 年度入学）
テイルズオブシリーズや DQ、FF など RPG のやり込みが好きで、学園祭で行われた ReTA 企画ではた
びたび問題作成などを行っていました。それ以外にもポケモンの対戦、jubeat などの音ゲー、怒首領蜂大復
活などの弾幕 STG などなど、これまた幅広いゲームをやっています。
・しゅいげつ（2008 年度入学）
ゲーム研究会では珍しい文系（でしたが、最近はそうでもなくなってきました）
。入会当初からポケモン
班に関わってきた人で、対戦自体はもちろん、対戦の実況が非常に上手かった印象が残っています。ポケモ
ン以外ではガンダム VS ガンダムもよくプレイしているようです。
・513（2008 年度入学）
ハンドルネームは「ことみ」と読み、
「ことみちゃん」と呼ばれています。在学中はポケモンをやってい
ましたが、それ以上に Lycee というカードゲームに造詣が深く、公式大会で新しいコンボを披露して優勝す
るほどの腕前。その他に、Key の作品がお好きなようで。
・Pearl（2009 年度入学）
ポケモンが非常に好きで、シナリオや世界観に惹かれている模様。よくポケモンセンターでグッズを購入
しているどころか、自作で「オタマロドール」を作ってポケモン会誌に制作方法を寄稿するほどでした。そ
の他にはガンダムが好きで、ガンプラ作りも嗜んでいるとか。
・ミョルニル（2009 年度入学）
元々は QMA やテイルズオブシリーズを主にプレイしていたはずなんですが、いつの間にか「ハローキテ
ィといっしょ！ブロッククラッシュ 123!!」という闇のゲームの魅力（？）に取り込まれてしまいました。彼
の前で「ブロック」
「クラッシュ」の単語を出す時は注意しましょう。
・PTOMO（2009 年度入学）
バドマニ出現 RTA、ハローキティといっしょ！ブロッククラッシュ 123!!RTA などあまり聞かないような
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やりこみプレイを好んでやっていました。アマガミ・ときメモ 4・パワポケ 3 同時攻略 RTA をする様などは
通称『神にーさま』
。現在は PSN のトロフィー収集に励んでいるようです。ゲームのやり込み以外でもイベ
ントや組織運営などでお世話になりました。
・じお（2009 年度入学）
長きに渡って会誌の表紙絵担当として活躍して下さりました。ペルソナ等の PRG やダンスエボリューシ
ョン・maimai 等の音ゲーをよくプレイしていて、今ではゲー研では珍しくなってしまった STG プレイヤー
でもあります。忙しい時のレッドブルの摂取量が尋常じゃないんですが大丈夫なんでしょうか……？
・かさだんご（2009 年度入学）
音ゲーや ADV、アトリエシリーズ・軌跡シリーズといった RPG を好んでプレイしています。特に音ゲー
は全機種でかなりのスコア力を持っており、特に SOUND VOLTEX と maimai をかなりやりこんでいます。
ゲーム研究会の他に Another Vision という謎解きのサークルでも活躍していた模様。
・リィズ（2009 年度入学）
ポケモン一筋で、包括的且つ論理的な対戦考察を行う、生粋のポケモンプレイヤー。シングルやダブルも
嗜むが、とりわけ、ブラック・ホワイトから登場した新形式・ローテーションバトルの理論確立に大きく貢
献し、6 世代でもローテ普及に勤しんでいます。ポケモン班の活動に全般的に関わり、学園祭のポケモン企
画の立案などにも大きく助力して頂きました。最近は艦これやってます。
・さびたコイル（2010 年度入学）
ポケモンの乱数調整ツールで有名ですが、RPG や音ゲーなど、プレイするゲームは実に幅広く、1 年間に
プレイするゲームが 50 本になることも。RTA への取り組みや、ゲームシステムに着目した考察は目を見張
ります。アニメ：プリティーリズム、プリパラにかける情熱も桁外れです。
・ポチとグラ（2010 年度入学）
広くゲームをプレイする中でも、比較的任天堂のゲームを好んでプレイする印象で、beatmania IIDX を始
めとする音ゲーに頻繁に取り組んでいました（過去形）
。農学部に行ってからここ何年かはラボ畜として活
動していたようです。
・1192（2010 年度入学）
HN の読みは「いいくに」
。主にポケモン対戦に取り組み、シングルやダブルといった人気ルールは勿論の
こと、トリプルやローテーションも深く考察し、時折行われる特殊ルールにも手を伸ばすこともある、第 6
世代の総合レートランカー。第 2 世代や第 3 世代といった旧世代対戦も行い、特に 3 世代シングルを至高の
ゲームだと信じて止まない。忙しい中でもポケモン会誌制作に尽力し、幾度となく危機を救って頂きました。
・Gienah（2011 年度入学）
HN の読み方は「じーな」
。ダークソウル等の硬派な PS 系のゲームやマリオ、音ゲー、格ゲーと幅広くゲ
ームを嗜んでいます。学園祭で毎年 brave 君とマリオのゲームで競い合ってきました。かわいい女の子が好
き（意味深）な絵師さんで、会誌の表紙をずっと担当してくれていました。
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・brave（2011 年度入学）
任天堂系のゲーム、特にマリオが好きで、入学した 2011 年の駒場祭から毎年 Gienah 君とマリオのゲーム
で競い合い、昨年の駒場祭で見事に勝利し終止符を打ちました。理物進学で在学中かなり忙しそうにしてい
ましたが、最近は jubeat もプレイしているようです。
・ガラティン（2011 年度入学）
入会当初はローテーションバトルをメインにやっていて、2012 年にはゲー研ポケモンローテオフ
の主催をしました。その後はポケモンはあまりやっていませんでしたが、代わりに音ゲーをやり込ん
でおり、リフレクビートはかなりの腕前。Yo！

俺はガッラッティン！
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3.OB 以外の方の紹介
以下の方々はゲーム研究会に所属したことはないものの、よく五月祭・駒場祭に来て下さったり、その他
のイベントでお世話になることの多い方々です。
・右弐

PS2DQ5 の RTA の研究をメイン活動にしており、PS2DQ5RTA の記録集の管理者でもあります。過去の
駒場祭での企画や学園祭以外で開催した RTA 大会などにも参加されました。
・おてう
「極限攻略研究会」に所属しています。著名なゲームの攻略サイト「極限攻略データベース」を運営した
り、RTA 大会を開催したり、QMA で賢王の称号を取ってみたりとアクティブにゲーム方面の活動をしてい
ます。
・真珠
「極限攻略研究会」の人で、TGA の人と比較的繋がりが深い方だという認識で OK です。コミケなどで
お会いする機会もあるかと思います。
・にゅすけ
ゲームやり込み界では有名人であり、某大手ゲーム会社勤務のプログラマーでもあります。FF5 のやり込
み記事が中川翔子のブログで紹介されたこともあります。一昨年度の駒場祭企画のひとつである FF5 リカバ
リータイムアタック大会では、事前にテストプレイに協力していただきました。
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編集後記
3 月 20 日に色理想ミミロル♀うまれたので国際孵化引退します

(Alf)

自己紹介は絶対に縦読みしないでください。

(タイラー)

文章力マスタリ 0 振り

(サトチー)

TGA アクティブオタク班やってます。

(ゆーま)

砂肝食べたい

(ジルコン)

決戦やりましょう

(HAL)

たい焼きから鯛を抜いてもたい焼きのままである。よってたい焼きから鯛を無限に抽
出できる。

免許取れない東大生のために「THE

(錦糸町民)

免許取得シミュレーション」を買いました。

ポケットモンスターXY&Z は必修です

(nope)

(taka)

来年の一年が計画的に会誌を作り徹夜せずに済むことを願って
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(ススス)
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