ロッターのラインマン/Rotter Lineman

ロッターのラインマン/Rotter Lineman

ロッターのラインマン/Rotter Lineman

ロッターのラインマン/Rotter Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手 ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手 ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手 ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

ペスティゴア/Pestigor

病気撒き（プレー時、ミッドフィールドに病

ペスティゴア/Pestigor

へのタックルに成功したとき、あなたは代わ へのタックルに成功したとき、あなたは代わ へのタックルに成功したとき、あなたは代わ へのタックルに成功したとき、あなたは代わ 気トークンを 1 個置く。）
気トークンを 1 個置く。）
りにそのダイスの結果をこの選手に適用して りにそのダイスの結果をこの選手に適用して りにそのダイスの結果をこの選手に適用して りにそのダイスの結果をこの選手に適用して
ペスティゴアは素早く、凶暴で、チームメイトほ
ペスティゴアは素早く、凶暴で、チームメイトほ
よい。）
よい。）
よい。）
よい。）
ど臭くはない。
ど臭くはない。

しがみつくロッター/Clinging Rotter

ナーグルの腐敗（この選手が他の選手を

ナーグルの戦士/Nurgle Warrior

病気撒き（プレー時、ミッドフィールドに病

ナーグルの戦士/Nurgle Warrior

病気撒き（プレイ時、ミッドフィールドに病

ナーグルの戦士/Nurgle Warrior

病気撒き（プレイ時、ミッドフィールドに病

ナーグルの魔獣/Beast of Nurgle

✪脾臓裂きのマックス✪/Max Spleenripper

硬直（このマッチの選手は スキルを使用 一匹狼（この選手がこのマッチのあなたの

負傷させた時、あなたのチームデッキか捨て 気トークンを 1 個置く。）
気トークンを 1 個置く。）
気トークンを 1 個置く。）
できない。）
唯一の選手である間、彼のスターパワーを
札パイルから「ロッターのラインマン」のカー
1 増やす。）
暴力的な力と、母親しか愛することのできな
暴力的な力と、母親しか愛することのできな
暴力的な力と、母親しか愛することのできな
このおぞましき魔物の長い触手の前を抜けら
ドを 1 枚探し、それをこのマッチに参加させ
い顔の両方で恐れられる下劣なロッター。
い顔の両方で恐れられる下劣なロッター。
れる者はいない。どうしてブラッドボウルに参戦
る。その後、あなたのチームデッキと捨て札 い顔の両方で恐れられる下劣なロッター。
する気になったのか聞いたときの答はこうだっ
パイルを合わせてシャッフルする。）
た。「ブルァアロムルェア！」

✪ドクターペイン✪/Doktor Payne

✪ロットホーン✪/ Rothorn

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ
せられた場合、彼はボールを落とさない。）

クルに成功した場合、彼は

を得る。

ロットホーンは疲れない。ぶつかればぶつか
彼の有名なあらゆる痛みをもたらす薬の前に
は、「信用しろ、俺は医者だ」の台詞も効き目が るほど、彼はさらに血に飢える。
ない。

ゴブリンの徴募人/Goblin Recruiter

ゴブリンの徴募人/Goblin Recruiter

✪パスバブル✪/Pusbubble

ゴブリン/Goblin

ゴブリン/Goblin

しがみつくロッター/Clinging Rotter

病気撒き（プレー時、ミッドフィールドに病 ナーグルの腐敗（この選手が他の選手を

ゴブリン/Goblin

負傷させた時、あなたのチームデッキか捨て
札パイルから「ロッターのラインマン」のカー
ドを 1 枚探し、それをこのマッチに参加させ
る。その後、あなたのチームデッキと捨て札
パイルを合わせてシャッフルする。）

✪ブレス・フィーバー✪/Bre'th Fever

病気撒き（プレー時、ミッドフィールドに病
気トークンを 1 個置く。）

熱狂（この選手がタックルを行うとき、その
タックルに関して彼のスターパワーを１増や
す。）

ゴブリンの徴募人/Goblin Recruiter

病気撒き（プレー時、ミッドフィールドに病 大騒ぎ（プレー時、あなたのチームデッキの 大騒ぎ（プレー時、あなたのチームデッキの 大騒ぎ（プレー時、あなたのチームデッキの 身軽（この選手へのタックル時、この選手の
気トークンを 1 個置く。）
病みそうだ。

爆弾屋/Bombardier

一番上のカードを公開する。その公開された
選手のスタンド時パワーが 2 以下の場合、そ
れをこのマッチに参加させ、ただちにそのス
キルを解決する。そうでない場合、その公開
されたカードを捨てて、このカードは を得
る。）

一番上のカードを公開する。その公開された
選手のスタンド時パワーが 2 以下の場合、そ
れをこのマッチに参加させ、ただちにそのス
キルを解決する。そうでない場合、その公開
されたカードを捨てて、このカードは を得
る。）

ホッピング乗り/Pogoer

イカレ野郎/Looney

一番上のカードを公開する。その公開された スターパワーはタックルしている選手のス
選手のスタンド時パワーが 2 以下の場合、そ ターパワーに等しい。）
れをこのマッチに参加させ、ただちにそのス
この小兵は素早く残忍で、しかもご存じの通
キルを解決する。そうでない場合、その公開
されたカードを捨てて、このカードは を得 り――おい！ ブースに入るな！
る。）

狂信者/Fanatic

トロール/Troll

身軽（この選手へのタックル時、この選手の 身軽（この選手へのタックル時、この選手の レスポンス：この選手が敵選手へのタックル ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手 不屈（この選手が自分よりスターパワーの 狂乱（この選手が敵選手にタックするとき、 チームメイト投げ（プレー時、あなたはこの
スターパワーはタックルしている選手のス
ターパワーに等しい。）

スターパワーはタックルしている選手のス
ターパワーに等しい。）

この小兵は素早く残忍で、しかもご存じの通
り――おい！ ブースに入るな！

この小兵は素早く残忍で、しかもご存じの通
り――おい！ ブースに入るな！

トロール/Troll

✪リッパー✪/Ripper

に成功した後、このマッチのスタンドしている へのタックルに成功したとき、あなたは代わ 大きい敵選手にタックルを行うとき、ダイスを スターパワーの差に関係なく、ダイスを 2 個
各選手につきダイスを 1 個ふる。 が出るた りにそのダイスの結果をこの選手に適用して １個のみふり、その結果を適用する。）
ふって両方の結果を適用する。両方の結果
び、その選手はダウンになる。
よい。）
によりスタンドの選手が負傷する場合、その
選手がダウンになることにより発生する能力
をすべて無視する。）

✪ボマー・ドリブルスノット✪/Bomber Driblesnot

✪間抜けのファンガス✪/Fungus the Loon

✪ノバ・ブラックウォート✪/Nobba Blackwart

✪スクラッパ・ソアヘッド✪/Scrappa Sorehead

チームメイト投げ（プレー時、あなたはこの チームメイト投げ（プレー時、あなたはこの レスポンス：この選手が敵選手へのタックル 狂乱（この選手が敵選手にタックするとき、 不屈（この選手が自分よりスターパワーの レスポンス：この選手へのタックルが成功し
マッチのあなたの選手を１人、異なるマッチ
に移動してよい。移動した選手がボールキャ
リアの場合、そのボールをこのマッチのあな
たの選手に渡す。）

ホブゴブリンのラインマン/Hobgoblin Lineman

マッチのあなたの選手を１人、異なるマッチ
に移動してよい。移動した選手がボールキャ
リアの場合、そのボールをこのマッチのあな
たの選手に渡す。）

ホブゴブリンのラインマン/Hobgoblin Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

マッチのあなたの選手を１人、異なるマッチ に成功した場合、このマッチのスタンドのスタ スターパワーの差に関係なく、ダイスを 2 個 大きい敵選手にタックルを行うとき、ダイスを なかった場合、あなたはこの選手をあなたの へのタックルに成功したとき、あなたは代わ
選手がいる他のマッチへ移動させてよい。 りにそのダイスの結果をこの選手に適用して
に移動してよい。移動した選手がボールキャ ンド時スターパワーが 2 以下の選手を 1 人選 ふって両方の結果を適用する。両方の結果 １個のみふり、その結果を適用する。）
リアの場合、そのボールをこのマッチのあな び、それをダウンさせてもよい。
によりスタンドの選手が負傷する場合、その
よい。）
たの選手に渡す。）
選手がダウンになることにより発生する能力
をすべて無視する。）

ホブゴブリンのラインマン/Hobgoblin Lineman

ホブゴブリンのラインマン/Hobgoblin Lineman

ホブゴブリンのスローワー/Hobgoblin Thrower

ホブゴブリンのスローワー/Hobgoblin Thrower

ホブゴブリンのランナー/Hobgoblin Runner

ケイオスドワーフのブロッカー/Chaos Dwarf Blocker

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手 ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手 ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手 ダンプオフ（この選手がボールキャリアにな ダンプオフ（この選手がボールキャリアにな 身かわし（この選手に対するタックル中に、 石頭（敵選手がこの選手へのタックルに成
へのタックルに成功したとき、あなたは代わ へのタックルに成功したとき、あなたは代わ へのタックルに成功したとき、あなたは代わ るかボールを落とす場合、あなたはこのマッ るかボールを落とす場合、あなたはこのマッ あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを 功した時、ダイスを 2 個ふる。それが
りにそのダイスの結果をこの選手に適用して りにそのダイスの結果をこの選手に適用して りにそのダイスの結果をこの選手に適用して チのいずれかの味方選手にボールを移動し チのいずれかの味方選手にボールを移動し １回ふりなおさせてよい。）
だった場合、この選手はダウンにならず、代
よい。）
よい。）
よい。）
てよい。）
てよい。）
わりにその敵選手がダウンする。）

受け流し（相手選手がこの選手へのタックルを
成功させた場合、あなたはこのマッチ内の他の
ダウンしているあなたの選手を１人スタンドさせ
てよい。）
ケイオスドワーフのブロッカー/Chaos Dwarf Blocker

ブル・ケンタウロス/Bull Centaur

ブル・ケンタウロス/Bull Centaur

怪力ミノタウロス/Mighty Minotaur

✪猛進のフザーク✪/Hthark the Unstoppable

✪不意打ちのラシュナク✪/Rashnak Backstabber

✪狂眼のズザーグ✪/Zzharg Madeye

ここまで止まらねえ選手を見たことあるかい、 プレー時：あなたはいずれかのマッチの味方 レスポンス：この選手がボールキャリアにな
選手 1 人を選び、それをダウンさせてよい。 るかボールを落とす場合、あなたはその
功した時、ダイスを 2 個ふる。それが
功した後、彼はただちにその選手へのタック 功した後、彼はただちにその選手へのタック 唯一の選手である間、彼のスターパワーを ジム？
ボールを任意のマッチの味方選手に移動し
だった場合、この選手はダウンにならず、代 ルを再び行ってよい。両方の選手ともダウン ルを再び行ってよい。両方の選手ともダウン 1 増やす。）
一回だけですがありますよ、ボブ、でもフザー そうした場合、この選手は を得る。
てよい。
わりにその敵選手がダウンする。）
時スターパワーを使用する。）
時スターパワーを使用する。）
怪力ミノタウロスがチームメイトを気にしている クはその選手を止めてたはずです。
ラシュナクは試合で優位に立つためなら、実
ブル・ケンタウロスにとって、選手という者は
ブル・ケンタウロスにとって、選手という者は のかどうかはよく分かっていない。
の母すら手に掛けるでしょう……というか、確実
立っているか怪我しているかだ。中間など存在 立っているか怪我しているかだ。中間など存在
にやってますね！
しない。
しない。

石頭（敵選手がこの選手へのタックルに成 蹂躙（この選手が敵選手へのタックルに成 蹂躙（この選手が敵選手へのタックルに成 一匹狼（この選手がこのマッチのあなたの

✪フォボス・ヴァルカン✪/Phobos Vulcan

✪馬鹿唾のラシュリク✪/Lashrick Gitspittle

フリ ー ブー ター

フリ ー ブー ター

✪略奪者 のランナー✪/Freebooter Runner

✪略奪者 のランナー✪/Freebooter Runner

フリ ー ブー ター

✪略奪者 のラインマン✪/Freebooter Lineman

フリ ー ブー ター

✪略奪者 のラインマン✪/Freebooter Lineman

石頭（敵選手がこの選手へのタックルに成 ダンプオフ（この選手がボールキャリアにな 身かわし（この選手に対するタックル中に、 身かわし（この選手に対するタックル中に、 ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手への ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手への
るかボールを落とす場合、あなたはこのマッ あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを
功した時、ダイスを 2 個ふる。それが
だった場合、この選手はダウンにならず、代 チのいずれかの味方選手にボールを移動し １回ふりなおさせてよい。）
てよい。）
わりにその敵選手がダウンする。）
強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの
ラシュリクはボールを持つといつでもはしゃぎま ロースターの選手を１人ボックスに戻す。そ
くっている。それで何をするのかは忘れているよう の後、あなたのロースターをシャッフルし、新
だ。
たなチームデッキを作る。）
フリ ー ブー ター

✪略奪者 のブリッツァー✪/Freebooter Blitzer

フリ ー ブー ター

✪略奪者 のブリッツァー✪/Freebooter Blitzer

フリ ー ブー ター

✪略奪者 のスローワー✪/Freebooter Thrower

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを タックルに成功したとき、あなたは代わりにその タックルに成功したとき、あなたは代わりにその
ダイスの結果をこの選手に適用してよい。）
ダイスの結果をこの選手に適用してよい。）
１回ふりなおさせてよい。）

強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの 強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの

強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの

ロースターの選手を１人ボックスに戻す。そ ロースターの選手を１人ボックスに戻す。その
の後、あなたのロースターをシャッフルし、新 後、あなたのロースターをシャッフルし、新たな
チームデッキを作る。）
たなチームデッキを作る。）

ロースターの選手を１人ボックスに戻す。その
後、あなたのロースターをシャッフルし、新たな
チームデッキを作る。）

フリ ー ブー ター

✪略奪者 のスローワー✪/Freebooter Thrower

✪スキージー✪/Skeezy

✪モーグン・ソーグ✪/Morg ‘N Thorg

ブツがあるなら、モーグン・ソーグはお前の
なった時、それとそのボールをあなたの選手 チームの最強選手になるだろう。ブツがないな
タックルに関して彼のスターパワーを１増や タックルに関して彼のスターパワーを１増や せられた場合、彼はボールを落とさない。） せられた場合、彼はボールを落とさない。）
のいる他のマッチに移動してよい。その選手 ら、モーグン・ソーグは他のチームの最強選手
す。）
す。）
強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの 強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの はボールキャリアのままである。
になるだろう。
強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの 強奪（この選手をドラフトした後に、あなたの ロースターの選手を１人ボックスに戻す。そ ロースターの選手を１人ボックスに戻す。そ
ここまで、何というかその……スキージー的な
ロースターの選手を１人ボックスに戻す。そ ロースターの選手を１人ボックスに戻す。そ の後、あなたのロースターをシャッフルし、新 の後、あなたのロースターをシャッフルし、新
選手は見たことがないですね。
の後、あなたのロースターをシャッフルし、新 の後、あなたのロースターをシャッフルし、新 たなチームデッキを作る。）
たなチームデッキを作る。）
たなチームデッキを作る。）
たなチームデッキを作る。）

熱狂（この選手がタックルを行うとき、その

熱狂（この選手がタックルを行うとき、その

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ 確保（この選手がボールキャリアでダウンさ レスポンス：この選手がボールキャリアに

ゴブリン部族リーグ
幸運も戦利品も盛り沢山/Luck and Loot Aplenty

一斉炎上/Netwrok Outrage

予備レフリー/Replacement Refs

今週：マッチアップフェイズの終了時、各監督は 今週：マッチアップフェイズの終了時、各監督は 今週：選手が を使うたび、代わりにその選手
ターン順に、任意のマッチのダウンしている自分 ターン順に、各マッチの自分の選手 1 人に、反則 は を使ってよい。
の選手 1 人をスタンドしてよい。
トークンを 1 個与える。

ファンの反応/Fan Favorites

鋼の決意/Steely Resolve

不自然な敏捷性/Unnatural Agility

スケイヴンブライトのサポーター

スコアボードフェイズ：「勝者の決
定」ステップ中にこのカードを消
耗し、あなたの選手が少なくとも
１人いる同点のハイライトを、誰
がボールキャリアかに関係なく勝
利する。

レスポンス：あなたの選手が敵の
ボールキャリアへのタックルに成
功した後にこのカードを消耗し、
そのボールをタックルをした選手
に移動する。

スコアボードフェイズ：あなたの選
手がボールキャリアである各マッ
チで、あなたのチームは追加で
スターパワーを１得る。

メンテナンスフェイズ：あなたの手
札を補充するたび、追加でカード
を１枚引く。マッチアップフェイズ
中、あなたのターンの終了時に、
あなたの手札のカードがちょうど
１枚の場合、それを捨てる。

降伏せず/Never Surrender

重い頭/Heavy Head

短気で頑固/Short and Stubborn

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、いずれかのマッチの
あなたのスタンドの選手を負傷さ
せる。その後、いずれかのマッチ
のあなたのダウンの選手をスタ
ンドにする。ただちにそのスタン
ドにした選手のスキルを解決す
る。

レスポンス：いずれかの敵選手が
あなたの選手へのタックルに成
功した後に、このカードを消耗
し、ダイスを 1 個ふる。 が出た
ら、その敵選手もダウンになる。

スコアボードフェイズ：あなたのダ
ウンの選手の数が、同じマッチ
内の他のどの監督のダウンの選
手の数よりも多いマッチを 1 つ選
ぶ。その後、このカードを消耗
し、そのマッチのボールをミッド
フィールドに置く。

不快な伝染/Nasty Epidemic

天然の不快さ/Natural Repellent

マッチアップアクション：このカー スコアボードフェイズ：ミッドフィー
ドを消耗し、ミッドフィールドに病 ルドに病気トークンがあるマッチ
気トークンがあるマッチを 1 つ選 1 つにつき、 を得る。
ぶ。そのマッチのミッドフィールド
に病気トークンを追加で 1 個置
く。
















超伝染性/Grossly Infectious

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、いずれかのミッド
フィールドにある病気トークン
1 個を、他の任意のマッチに移動
する。

/Skavenblight Supporters

混沌の激怒/Chaotic Fury

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、あなたのダウン状態
の選手１人に のダウン時スキ
ルを使用させる。

抱え込む腐敗/Embrace the Decay

レスポンス：いずれかのあなたの
選手がタックルする前に、この
カードを消耗し、その目標となっ
た選手に病気トークンを 1 個置
く。

不正なチョッパのブロック/Illegal Choppa' Block

レスポンス：敵選手があなたの選
手へのタックルを試みて の結
果を解決した後、このカードを消
耗し、
を得る。

一線の踏み越え/Crossing the Line

冷笑/Derisive Laughter

スコアボードフェイズ：あなたの選
手が少なくとも１人いるマッチか
ら敵選手が退場させられた場
合、このカードを消耗し、
を
得る。

ちょっとした妙技/Small Stunt

予行演習/Practice Run

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、あなたの手札にある
スターパワーが 1 の選手 1 人を、
あなたの選手がいるマッチに参
加させる。新たなプレイヤーのス
キルは解決しない。その後、あな
たのチームデッキからカードを
1 枚引く。

レスポンス：いずれかのあなたの
スタンド時スターパワーの選手が
ダウンになった後、このカードを
消耗し、その選手をあなたの選
手がいる他のマッチに移動す
る。

カムバック/The Comeback

悪ふざけ/Shenanigans

信じられない動き/Unbelievable Moves

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、表記スタンド時ス
ターパワーが 2 以下のあなたの
ダウンの選手 1 人をスタンドにす
レスポンス：あなたのいずれかの る。
選手が のスキルを使用する際
に、このカードを消耗し、代わり
に のスキルを使用させる。

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、あなたの選手が持つ
ボールを任意のマッチの他の任
意の選手に移動する。

レスポンス：敵選手があなたの選
手へのタックルに成功した時、こ
のカードを消耗し、代わりにその
ダイスの結果を同じマッチ内のあ
なたの他の選手に適用する。

レスポンス：あなたのいずれかの
選手が のスキルを使用する
際に、このカードを消耗し、代わ
りに のスキルを使用させる。

ロッター団結/Rotters United

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、あなたのダウンの
「ロッターのラインマン」1 人につ
きダイスを 1 個ふる。 が出た
ら、その「ロッターのラインマン」
をスタンドにする。

ただの風邪/Just a Cold

こそこそしたクソ野郎/Sneaky Git

デカい賄賂とちんけな奴/Big Btibe, Little Guy

レスポンス：いずれかのあなたの
選手が再生の試みに失敗した
後、このカードを消耗し、両方の
ダイスをふり直す。この再生の試
みが成功した場合、その選手は
ただちに スキルを使用してよ
い。

レスポンス：あなたの選手が敵選
手へのタックルに成功した後、こ
のカードを消耗し、そのあなたの
選手はただちに スキルを使用
する。

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、反則トークンを 1 個
引いてそれを見る。その後、それ
をいずれかのあなたの選手に置
く。

ファウルコーチ/Fouling Coach

ゲーム終了時：

を得る。

ファウルコーチ/Fouling Coach

ゲーム終了時：

を得る。

ホームアドバンテージ/Home Team Advantage

それなりの買収/Midium Bribe

混沌の業/Chaos Karma

癇癪/Short Fuse

莫大な買収/Huge Bribe

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、
を失う。

大物獲得/Kingpin Maker

それなりの買収/Midium Bribe

を得る。

ちょっとした買収/Small Bribe

レスポンス：あなたがペナルティ
カードを得た後、このカードを捨
てる。その後、そのペナルティ
カードを効果を発揮させずにただ
ちに捨てる。

ビデオチェック/Check the Tape

派手なプレー/Showboating

ゲーム終了時：

ちょっとした買収/Small Bribe

たび、その選手はダウンになる。

癇癪/Short Fuse

マッチアップアクション：このカー
ドを消耗し、
を失う。

マッチアップアクション：このカー マッチアップアクション：このカー レスポンス：あなたの選手がいる レスポンス：あなたがペナルティ
ドを消耗し、あなたのスタンドの ドを消耗し、あなたのスタンドの マッチでダウンの選手が 1 人スタ カードを得た後、このカードを捨
選手がいるマッチを 1 つ選ぶ。そ 選手がいるマッチを 1 つ選ぶ。そ ンドになるたび、 を得る。
てる。その後、そのペナルティ
のマッチのスタンドしている各選手 のマッチのスタンドしている各選手
カードを効果を発揮させずにただ
につきダイスを 1 個ふる。 が出る につきダイスを 1 個ふる。 が出る
ちに捨てる。

レスポンス：いずれかのあなたの ダイスを 1 個ふり、以下の結果を
選手が敵選手へのタックルに成 適用する：
功するたび、ダイスを 1 個ふる。。
： を失う。
が出るたび、そのあなたの選手
：効果無し
もダウンになる。
：ペナルティカードを 2 枚引き、
この能力の結果であなたの選手が
それらを解決する。
ダウンになった場合、このカードを
捨てる。

を得る。

莫大な買収/Huge Bribe

レスポンス：あなたの選手に反則
レスポンス：このカードを消耗し、 レスポンス：このカードを消耗し、 レスポンス：あなたがチームアッ
レスポンス：あなたがスタッフアッ トークンを与えるときに、このカー
ドを消耗する。そのトークンを見
このターンに参加させた選手１人 このターンに参加させた選手１人 プグレードを得る時、追加でチー その後、ペナルティカードを 2 枚 その後、ペナルティカードを 2 枚 プグレードを得る時、追加でス
に のスキルを使用させる。
に のスキルを使用させる。
ムアップグレードカードを 1 枚引 引く。そのうち 1 枚を任意の監督 引く。そのうち 1 枚を任意の監督 タッフアップグレードカードを 1 枚 て、それをそのまま残すか、それ
を捨てる。捨てた場合、プールか
き、どれを残すかを選んでよい。 に与え、もう 1 枚を捨てる。
に与え、もう 1 枚を捨てる。
引き、どれを残すかを選んでよ
ら新たな反則トークンを 1 個引
い。
き、それをその選手に置く。

レスポンス：あなたの選手に反則
トークンを与えるときに、このカー
ドを消耗する。そのトークンを見
て、それをそのまま残すか、それ
を捨てる。捨てた場合、プールか
ら新たな反則トークンを 1 個引
き、それをその選手に置く。

ゲーム終了時：

たび、その選手はダウンになる。

脳震…なんだって？/Concus… what?

ディレイ・オブ・ゲーム/Delay of Game

次にあなたが 1 枚以上のチーム
を失う。
アップグレードカードを引く場合、 その後、このカードを捨てる。
1 枚少ないチームアップグレード
カードを引き、このカードを捨て
る。

ディレイ・オブ・ゲーム/Delay of Game

を失う。

ディレイ・オブ・ゲーム/Delay of Game

を失う。

その後、このカードを捨てる。

人員削減/Downsize

幸運/Lucky Break

胸くそ悪い行動/Disgusting Behavior

その後、このカードを捨てる。

反則野郎/Pumpkin Eaters

レッドカード/Red Card

あなたのチームアップグレードカー あなたのチームアップグレードカー レスポンス：あなたがスキルを使 スコアボードフェイズ：スコアボード
ドを 1 枚、チームアップグレードデッ ドを 1 枚、チームアップグレードデッ 用するたび、まずその反則トーク フェイズの開始時、各マッチにつ
キの一番下に置く。
キの一番下に置く。
ンを他のすべての監督に公開す き、そこのいずれかのあなたの選手
の反則トークンを 1 個ずつ見る。そ
チームアップグレードを持っていな チームアップグレードを持っていな る。その後、そのトークンを通常 れが退場でない場合、それを捨て
い場合、あなたのスタッフアップグ い場合、あなたのスタッフアップグ 通り裏向きに置く。

プレーブックの紛失/Missing Playbook

あなたのロースターのスター選手を
1 人箱に戻す。

プレーブックの紛失/Missing Playbook

慌てふためき/Pants on Fire

る。

その後、このカードを捨てる。

その後、このカードを捨てる。

レスポンス：いずれかのあなたの
選手がダウンになった後、この
カードを消耗し、その選手に の
ダウン時スキルを使用させる。

を失う。

その後、このカードを捨てる。

レードカードを 1 枚、スタッフアップ レードカードを 1 枚、スタッフアップ スコアボードフェイズ：このカードを捨
その後、このカードを捨てる。
てる。
グレードデッキの一番下に置く。
グレードデッキの一番下に置く。

レフリー暴行/Roughing the Ref

を得る。

その後、このカードを捨てる。

次にあなたが 1 枚以上のスタッフ このカードを捨てる。
チームアップグレードカードを引く
場合、1 枚少ないスタッフアップ
グレードカードを引き、このカード
を捨てる。

を失う。

血の復讐/Vendetta

ゲーム終了時：

レフリー暴行/Roughing the Ref

を失う。
その後、このカードを捨てる。

イエローカード/Yellow Card

その後、このカードを捨てる。
イエローカード/Yellow Card

次のメンテナンスフェイズの「手
札の補充」ステップの後、表記ス
ターパワーが最も高い選手を
1 枚捨て（同点ならそのうち 1 枚
を選ぶ）、あなたのチームデッキ
からカードを 1 枚引く。

次のメンテナンスフェイズの「手
札の補充」ステップの後、表記ス
ターパワーが最も高い選手を
1 枚捨て（同点ならそのうち 1 枚
を選ぶ）、あなたのチームデッキ
からカードを 1 枚引く。

その後、このカードを捨てる。

その後、このカードを捨てる。

貴様はクビだ！/You're Fired!

貴様はクビだ！/You're Fired!

あなたのスタッフアップグレード
カードを 1 枚、スタッフアップグ
レードデッキの一番下に置く。

あなたのスタッフアップグレード
カードを 1 枚、スタッフアップグ
レードデッキの一番下に置く。

スタッフアップグレードを持ってい
ない場合、あなたのチームグ
レードカードを 1 枚、チームアップ
グレードデッキの一番下に置く。

スタッフアップグレードを持ってい
ない場合、あなたのチームグ
レードカードを 1 枚、チームアップ
グレードデッキの一番下に置く。

その後、このカードを捨てる。

その後、このカードを捨てる。

その後、あなたのロースターを
シャッフルして新たなチームデッキ
とし、このカードを捨てる。

