
      

      

  

ヒューマンのラインマン/Human Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ヒューマンのラインマン/Human Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ヒューマンのラインマン/Human Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ヒューマンのラインマン/Human Lineman 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ヒューマンのスローワー/Human Thrower

ダンプオフ（この選手がボールキャリアにな

るかボールを落とす場合、あなたはこのマッ

チのいずれかの味方選手にボールを移動し

てよい。） 

ヒューマンのスローワー/Human Thrower

ダンプオフ（この選手がボールキャリアにな

るかボールを落とす場合、あなたはこのマッ

チのいずれかの味方選手にボールを移動し

てよい。） 

ヒューマンのブリッツァー/Human Blitzer 

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、彼は を得る。 

ブリッツァーはチーム内の 強プレーヤーで

あることが多い。彼らが言うには、だが。それもか

なり大げさに。 

  

  

ヒューマンのブリッツァー/Human Blitzer

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、彼は を得る。 

ブリッツァーはチーム内の 強プレーヤーで

あることが多い。彼らが言うには、だが。それもか

なり大げさに。 

ヒューマンのブリッツァー/Human Blitzer

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、彼は を得る。 

ブリッツァーはチーム内の 強プレーヤーで

あることが多い。彼らが言うには、だが。それもか

なり大げさに。 

ヒューマンのキャッチャー/Human Catcher

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。）

スコアボードフェイズ：この選手がボールキャ

リアである場合、 を得る。 

ヒューマンのキャッチャー/Human Catcher 

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。） 

スコアボードフェイズ：この選手がボールキャ

リアである場合、 を得る。 

オーガ/Ogre

突進（この選手がタックルを行うとき、敵選

手はガードのスキルを使用できない。） 

デカくて、強くて、タフで、馬鹿――オーガって

のは、生まれついてのブラッドボウルのプレー

ヤーだな！ 

✪マイティ・ズーグ✪/Mighty Zug

突進（この選手がタックルを行うとき、敵選

手はガードのスキルを使用できない。） 

マイティ・ズーグがヒューマンじゃなくオーガだと

言った 後のコメンテーターは、“足無し”ハイン

リッヒ・シュミットだ。 

✪グリフ・オーバーワルド✪/Griff Oberwald 

鉄の神経（この選手がボールキャリアであ

る間、彼のスターパワーを１増やす。） 

問答無用、疑問の余地なく、存命の中で

高のブラッドボウル・プレーヤーだ――奴に聞い

てみるといい。 

  

  

✪コーネリアス・クリーグ✪/Cornelius Krieg

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

レスポンス：この選手がダウンしたとき、彼に

反則トークンを１個置く。 

✪マーカス・ジーバーマン✪/Marcus Siebermann

スコアボードフェイズ：この選手がボールキャ

リアである場合、このマッチのいずれかの選

手の公開されている反則トークンを１個、こ

の選手に移動してよい。 

✪ロング・ボム・シルバー✪/Long Bomb Silver

ダンプオフ（この選手がボールキャリアにな

るかボールを落とす場合、あなたはこのマッ

チのいずれかの味方選手にボールを移動し

てよい。） 

長髭ドワーフ/Dwarf Longbeard 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

長髭ドワーフ/Dwarf Longbeard

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

長髭ドワーフ/Dwarf Longbeard

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

長髭ドワーフ/Dwarf Longbeard 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

  

ドワーフのランナー/Dwarf Runner

堅固（この選手がボールキャリアである間、

敵選手は彼にタックルできない。） 

ドワーフが“ランナー”と呼ぶ者の走りは、他

のチームにすればもちろん“速歩き”と見間違い

かねないものだ。 

ドワーフのランナー/Dwarf Runner

堅固（この選手がボールキャリアである間、

敵選手は彼にタックルできない。） 

ドワーフが“ランナー”と呼ぶ者の走りは、他

のチームにすればもちろん“速歩き”と見間違い

かねないものだ。 

ドワーフのブリッツァー/Dwarf Blitzer

掻き出し（あなたは を使用する代わりに、

ボールを中央に置いてもよい。） 

グラッジベアラーがパスでタッチダウンを奪うこ

とはあまり無いかもしれんが、敵だってそうだから

な！ 

ドワーフのブリッツァー/Dwarf Blitzer 

掻き出し（あなたは を使用する代わりに、

ボールを中央に置いてもよい。） 

グラッジベアラーがパスでタッチダウンを奪うこ

とはあまり無いかもしれんが、敵だってそうだから

な！ 

ドワーフのブロッカー/Dwarf Blocker

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ドワーフのブロッカー/Dwarf Blocker

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

トロール殺し/Troll Slayer 

不屈（この選手が自分よりスターパワーの

大きい敵選手にタックルを行うとき、ダイスを

１個のみふり、その結果を適用する。） 

トロール殺し/Troll Slayer

不屈（この選手が自分よりスターパワーの

大きい敵選手にタックルを行うとき、ダイスを

１個のみふり、その結果を適用する。） 

✪バリク・ファーブラスト✪/Barik Farblast

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。） 

レスポンス：敵選手がこのマッチで を使用

した後、このマッチ内の他のダウンしている

あなたの選手を１人スタンドさせる。 

✪白髭のスカッフ✪/Skuff Whitebeard

堅固（この選手がボールキャリアである間、

敵選手は彼にタックルできない。） 

いいか――試合が終わればプレーヤーはみ

んな一杯やるもんだが、白髭のスカッフを飲み

負かそうとかするもんじゃないぞ！ 

✪鉄顎のグリム✪/Grim Ironjaw 

掻き出し（あなたは を使用する代わりに、

ボールを中央に置いてもよい。） 

鉄顎のグリムは、戦場での名誉ある死を求め

ると誓いを立てたそうですね。 

そうかい、ジム？ だとしたら、ブラッドボウルの

ピッチは絶好の場所だよな！  

✪スパイキー・マクスパイク✪/Spikey McSpike

プレー時：このマッチの敵選手や味方選手の

上の望む数の反則トークンを、この選手に移

動する。 

ドワーフの中には、初代コミッショナーのロー

ズ・エルがドワーフだったせいで、以来ゲームの

ルールは彼らには適用されないと思ってる輩が

いるようだ。 

✪デス・ローラー✪/The Death Roller

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した後、この選手に反則トークン

を１個置く。 

いやいや！ こんなん反則だろうが！ 

確かにそうですね、ボブ。でも、彼らにそうだっ

て言ってこようと思いますか？ 

ウッドエルフのラインマン/Wood Elf Lineman 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ウッドエルフのラインマン/Wood Elf Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ウッドエルフのラインマン/Wood Elf Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ウッドエルフのラインマン/Wood Elf Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ウッドエルフのキャッチャー/Wood Elf Catcher 

キャッチャーが動いている所を見れば、パス

ゲームになったらアセローン・アベンジャーズが

リーグ 強なのを疑う余地は無くなるだろう。 

ウッドエルフのキャッチャー/Wood Elf Catcher

キャッチャーが動いている所を見れば、パス

ゲームになったらアセローン・アベンジャーズが

リーグ 強なのを疑う余地は無くなるだろう。 

ウッドエルフのスローワー/Wood Elf Thrower

こいつは――ボールが見えなくなっちまった

ぞ、ジム。奴はどんだけ高くまで放り上げたん

だ？ 

ウッドエルフのスローワー/Wood Elf Thrower 

こいつは――ボールが見えなくなっちまった

ぞ、ジム。奴はどんだけ高くまで放り上げたん

だ？ 

ウォーダンサー/Wawdancer

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、この選手は を得る。

噂によれば、ウォーダンサーは、かつてはチー

ムのチアリーダーを勤めていたそうだ。で、ある時

に敵のチームが近くまで寄りすぎて、エルフは勝

利のダンスを踊ったんだとさ！ 

ウォーダンサー/Wawdancer

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、この選手は を得る。

噂によれば、ウォーダンサーは、かつてはチー

ムのチアリーダーを勤めていたそうだ。で、ある時

に敵のチームが近くまで寄りすぎて、エルフは勝

利のダンスを踊ったんだとさ！ 

ウォーダンサー/Wawdancer

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、この選手は を得る。

噂によれば、ウォーダンサーは、かつてはチー

ムのチアリーダーを勤めていたそうだ。で、ある時

に敵のチームが近くまで寄りすぎて、エルフは勝

利のダンスを踊ったんだとさ！ 

樹人/Treeman 

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。） 

✪ガラガラ蛇のエルドリル✪/Eldril Sidewinder

鉄の神経（この選手がボールキャリアであ

る間、彼のスターパワーを１増やす。） 

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。）

✪爽風のジョーデル✪/Jordell Freshbreeze

スコアボードフェイズ：この選手がボールキャ

リアである場合、 を得る。 

聞いた話じゃ、爽風のジョーデルは、プレー

ヤーの上を飛び越しながらの左手キャッチ数が

歴代 高なんだとさ――思うんだが、どこのど

いつがそんな記録を取ってやがるんだ？ 

✪ソーンメイン✪/Thornmane 

レスポンス：この選手がボールキャリアに

なった場合、あなたはこのマッチ内の敵選手

１人の反則トークンを１個見てよい。それを

そのまま残すか捨てる。捨てた場合、プール

から新たな反則トークンを１個引いて、その

選手に置く。 

 

 

 



      

      

  

✪銀葉のオーロラ✪/Aurora Silverleaf

ブラッドボウルでは武器は禁止されています

から、オーロラの双剣はこれは明らかに武器で

はなくて、大いなる“宗教的道具”ですね。審判

がこの考えに同意してくれるか、注目しましょう。

✪剛枝のディープルート✪/Deeproot Strongbranch

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のランナー✪/Freebooter Runner

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のランナー✪/Freebooter Runner 

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のラインマン✪/Freebooter Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手への

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。） 

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のラインマン✪/Freebooter Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手への

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。） 

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のブリッツァー✪/Freebooter Blitzer 

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。） 

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

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。） 

  

  

✪略奪者のブリッツァー✪/Freebooter Blitzer

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。） 

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のスローワー✪/Freebooter Thrower

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。） 

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のスローワー✪/Freebooter Thrower

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。）

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

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。） 

✪スラブ✪/Slab 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手への

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。） 

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。） 

✪モーグン・ソーグ✪/Morg ‘N Thorg

私はかつてモーグン・ソーグに、どうやってここ

まで素晴らしいプレーヤーになったのかを聞いた

ことがある。その時の彼の答はこうだった。「俺が

すげぇのは、このリーグで行ったことの無いとこ以

外の全部のチームでやってきたからよ！」 

  
  

      

オークのラインマン/Orc Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

オークのラインマン/Orc Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

オークのラインマン/Orc Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

オークのラインマン/Orc Lineman 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

オークのスローワー/Orc Thrower

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。）

ガウジドアイはスローワーに対して単純明快な

鼓舞のしかたをしている。ファンブル一回で、手

を一つ失う。 

オークのスローワー/Orc Thrower

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。）

ガウジドアイはスローワーに対して単純明快な

鼓舞のしかたをしている。ファンブル一回で、手

を一つ失う。 

黒オークのブロッカー/Black Orc Blocker 

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。） 

っと、痛っ！ 奴の動きを見たか、ジム？ ジ

ム？ ブースに薬師を呼んでくれ！  

黒オークのブロッカー/Black Orc Blocker

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。） 

っと、痛っ！ 奴の動きを見たか、ジム？ ジ

ム？ ブースに薬師を呼んでくれ！  

オークのブリッツァー/Orc Blitzer

彼は今のは腕の添え木だと言いたいようです

が、ここから見る限りは斧だったようですねぇ。 

オークのブリッツァー/Orc Blitzer

彼は今のは腕の添え木だと言いたいようです

が、ここから見る限りは斧だったようですねぇ。 

オークのブリッツァー/Orc Blitzer 

彼は今のは腕の添え木だと言いたいようです

が、ここから見る限りは斧だったようですねぇ。 

ダ・トロール/Da Troll

追い打ち（この選手がタックルを行って

が出るたび、この選手は異なる敵選手に対

してさらにタックルを行ってよい。） 

✪ボルク✪/Bork

レスポンス：この選手にボールトークンが置

かれるか、この選手がボールトークンを失う

たび、この選手に反則トークンを１個置く。

インターセプト数：2 

ピッチ内への違法な予備ボールの持ち込み

数：17 

✪スマッシュジョー✪/Smashjaw 

レスポンス：この選手が敵選手に対する負傷

に成功した後、 を得る。 

これはまたしても反暴力監視委員会の「年間

悪タックル」の候補になりそうですね！ 

✪クラッシュフェイス✪/Crushface

いやぁ、こいつはなかなか無いぜ、ジム！ 

オークが敵を叩きのめした後にボールを拾った

ぞ！ 

✪スノットロッバ✪/Snotlobba

チームメイト投げ（プレー時、あなたはこの

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。） 

✪グール噛みのヴァラグ✪/Varag Ghoulchewer

レスポンス：このマッチの敵ボールキャリアが

ダウンしたか負傷した後、 を得る。 

名前に騙されてはいけませんよ、ボブ――彼

はちょっとでもチャンスがあれば、誰にでも噛みつ

くんですから。 

スケイヴンのラインマン/Skaven Lineman 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

スケイヴンのラインマン/Skaven Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

スケイヴンのラインマン/Skaven Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

スケイヴンのラインマン/Skaven Lineman 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

スケイヴンのスローワー/Skaven Thrower

スクランブラーズが得意の作戦で来るようで

すね。スローワーが一人「投げる、投げる、とっ

とと投げる！」って言ってますからね。 

スケイヴンのスローワー/Skaven Thrower

スクランブラーズが得意の作戦で来るようで

すね。スローワーが一人「投げる、投げる、とっ

とと投げる！」って言ってますからね。 

スケイヴンのガーターランナー/Skaven Gutter Runner

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

１回ふりなおさせてよい。） 

スケイヴンのガーターランナー/Skaven Gutter Runner 

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

１回ふりなおさせてよい。） 

スケイヴンのガーターランナー/Skaven Gutter Runner

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

１回ふりなおさせてよい。） 

スケイヴンのブリッツァー/Skaven Blitzer

いいか、ジム、スケイヴンはひょろひょろだなん

ていわれの無い非難を受けてるが、奴の強さが

問題なんじゃないんだ。あそこまで速くピッチを駆

け抜けられれば、ぶち当たったときにゃマジなダ

メージが入るんだからな！ 

確かにそうですね、ボブ。彼もその相手が敵

であることを願っているようですしね！ 

スケイヴンのブリッツァー/Skaven Blitzer 

いいか、ジム、スケイヴンはひょろひょろだなん

ていわれの無い非難を受けてるが、奴の強さが

問題なんじゃないんだ。あそこまで速くピッチを駆

け抜けられれば、ぶち当たったときにゃマジなダ

メージが入るんだからな！ 

確かにそうですね、ボブ。彼もその相手が敵

であることを願っているようですしね！ 

ラットオーガ/Rat Ogre

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、あなたはこの選手カー

ドの上の反則トークンを１個見てもよい。そ

れを残すか捨てるかを選ぶ。捨てた場合、

プールから新たな反則トークンを１個引い

て、この選手に置く。 

✪バイト=バイト✪/Bite-Bite

スコアボードフェイズ：退場の反則トークンを

解決する前、あなたはこの選手に置かれた

すべての退場のトークンを、このマッチの他

のあなたの選手１人に移動してよい。 

✪ハイド=スニーク✪/Hide-Sneak

おお、何というプレーでしょう！ 彼はどこから

現れたんでしょうね？  

俺らにわかりっこないさ、ジム。いや、マジな

話だ。本気で絶対にわかることはないんだ――

あいつはスケイヴンの暗殺者として訓練されてい

る鼠なんだから！  

✪黄色尻尾のニックニック✪/NikNik Yellowtail 

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。） 

彼はリーグのあらゆるランのカテゴリーでトップ

を走っています――中でも たるのが「敵チー

ムから逆向きに逃げたヤード数」です！ 

✪ヘッドスプリッター✪/Headsplitter

レフリーが今のプレーに対して何かあるようで

す。おっと、レッドフラッグですね。そして――おっ

とっと、これは痛い！ いや、皆様、ご心配な

く……レフェリーの予備はまだいますので。 

✪ボーン・クラッシャー✪/Bone Crusher

掻き出し（あなたは を使用する代わりに、

ボールを中央に置いてもよい。） 

昨シーズン、ボーン･クラッシャーは契約に関

して再交渉をした模様です。明らかに、彼は頭

のそれぞれに別々の支払いを求めているんで

しょう！  

ケイオスのラインマン/Chaos Lineman 

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

 



      

      

  

ケイオスのラインマン/Chaos Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ケイオスのラインマン/Chaos Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ケイオスのラインマン/Chaos Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

ビーストマンのスローワー/Beastman Thrower 

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

１回ふりなおさせてよい。） 

ビーストマンのスローワー/Beastman Thrower

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

１回ふりなおさせてよい。） 

ビーストマン/Beastman

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、彼は を得る。 

「ダウンした奴は蹴飛ばせ」とはよく言われるこ

とだが、ケイオス・オールスターズにとってはそれ

はプレーブックの第一項目だ。 

ビーストマン/Beastman 

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、彼は を得る。 

「ダウンした奴は蹴飛ばせ」とはよく言われるこ

とだが、ケイオス・オールスターズにとってはそれ

はプレーブックの第一項目だ。 

  

  

ビーストマン/Beastman

レスポンス：この選手が敵選手に対するタッ

クルに成功した場合、彼は を得る。 

「ダウンした奴は蹴飛ばせ」とはよく言われるこ

とだが、ケイオス・オールスターズにとってはそれ

はプレーブックの第一項目だ。 

ケイオスのウォリアー/Chaos Warrior

悪党（この選手が敵選手を負傷させた場

合、 を得る。） 

このマッチの前にケイオス・オールスターズの

とある選手と話をしたんですが、何でも休暇から

戻ってきたばかりとか言う話で……ノルドランド沿

岸への襲撃を休暇と言うならですがね！ 

ケイオスのウォリアー/Chaos Warrior

悪党（この選手が敵選手を負傷させた場

合、 を得る。） 

このマッチの前にケイオス・オールスターズの

とある選手と話をしたんですが、何でも休暇から

戻ってきたばかりとか言う話で……ノルドランド沿

岸への襲撃を休暇と言うならですがね！ 

ミノタウロス/Minotaur 

レスポンス：この選手がタックルによってダウ

ンさせられた場合、この選手は自身をタック

ルした同じ選手に対してただちにタックルを

行ってよい。このタックルに際しては、この選

手のスタンド時のスターパワーを使用する。 

✪ブライトモー✪/Blightmaw

ダンプオフ（この選手がボールキャリアにな

るかボールを落とす場合、あなたはこのマッ

チのいずれかの味方選手にボールを移動し

てよい。） 

✪変わり身のモルカイ✪/Morkai the Everchanging

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手

へ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。） 

✪略奪者ボラク卿✪/Lord Borak the Despoiler 

スコアボードフェイズ：この選手が退場させら

れなかった場合、あなたはこのマッチの他の

選手に置かれている、公開されている反則

トークンを１個捨ててよい。 

  

  

✪黒蹄のグラシュナック✪/Grashnak Blackhoof

マクマーティ・スパムバーガー提供の年間

優秀フットボーラーは、黒蹄のグラシュナックが

当確だという話です。少なくとも、彼は今シーズ

ン、大量の生肉を生み出してますからね！  

✪ブラッドホーン✪/Bloodhorn

スコアボードフェイズ：ボールがミッドフィール

ドにある場合、この選手はボールキャリアに

なる。 

どうしてボールを拾うことにこだわるのか、ブラッ

ドホーンに聞いたことがあります。「そうすりゃ、他

のチームの奴らがぶっ飛ばせるぐらいまで近くに

来るからな」だそうですよ。 

✪略奪者
フリーブーター

のランナー✪/Freebooter Runner

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のランナー✪/Freebooter Runner 

身かわし（この選手に対するタックル中に、

あなたは敵監督にすべてのタックルダイスを

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のラインマン✪/Freebooter Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手への

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。） 

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のラインマン✪/Freebooter Lineman

ガード（敵選手がいずれかのあなたの選手への

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。） 

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のブリッツァー✪/Freebooter Blitzer 

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。） 

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

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。） 

  

✪略奪者
フリーブーター

のブリッツァー✪/Freebooter Blitzer

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。） 

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のスローワー✪/Freebooter Thrower

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。） 

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

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。） 

✪略奪者
フリーブーター

のスローワー✪/Freebooter Thrower

確保（この選手がボールキャリアでダウンさ

せられた場合、彼はボールを落とさない。）

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

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。） 

✪ワン・イヤ✪/One Ear 

レスポンス：この選手に対するタックルが成

功した場合、彼は負傷する。その後、あなた

のチームデッキからカードを１枚引き、その

選手をこの選手が参加しているマッチに参

加させる。新しい選手のスキルをただちに解

決する。 

✪モーグン・ソーグ✪/Morg ‘N Thorg

私はかつてモーグン・ソーグに、どうやってここ

まで素晴らしいプレーヤーになったのかを聞いた

ことがある。その時の彼の答はこうだった。「俺が

すげぇのは、このリーグで行ったことの無いとこ以

外の全部のチームでやってきたからよ！」 

  

 

   

   

  

ブラッドボウル ケイオス杯 
  

ダンジョンボウル スパイク！マガジン杯 
   

   

 

     

     

  

オールスター向け調整/All-star Conditioning

今週： を１つ以上持つ選手がタックルの目標に

なるたび、そのタックルに関してその選手のス

ターパワーを１増やす。 

呪いのボール！/Cursed Ball!

今週：いずれかの選手が を使うたび、ダイスを

１個ふって以下の結果を適用する。 

：ボールは通常通り移動する。 

：ボールは移動しない。 

：ボールは敵選手に移動する（敵監督が選ぶ）。

体力トレーニング/Endurance Training

各監督は、ただちに自分のチームデッキから追

加でカードを２枚引く。 

氾濫でピッチ水浸し！/Flooding Causes Soggy Pitch!

今週：各タックルでは、スターパワーの差に関係

なくダイスを２個振り、両方の結果を適用する。

（両方の結果によりスタンドの選手が負傷する場

合、その選手がダウンした時に発生する能力は

無視する。） 

売り上げ上昇、マッチ数も増加/More Sales, More Matches 

ハイライト列にハイライトカードを１枚追加する。 

  

  

レフリー契約争議/Referee Contract Dispute

今週：選手の １つにつき、反則トークンを１個だ

けの代わりに２個置く。 

ライバル週間キックオフ/Rivalry Week Kicks Off

今週：各ハイライトの勝者は、中央の報酬に加え

て を受け取る。 

サラリーキャップ増額！/Salary Cap Raised!

ターン順に、各監督は自分の支部のスター選手

デッキの一番上のカードを引き、そのスター選手

を直接手札に加える。（このスター選手の強奪能

力は無視する。） 

暴力が空前の勢い！/Violence at an All-time High!

今週：スタンドの選手がダウンした後、ダイスを

１個ふる。それが だったら、そのダウンした選

手はただちに負傷する。 

試合が荒天で混乱！/Weather Disrupts Match! 

今週：各チームゾーンには選手を３人までしか置

けない。 

  

     

     

 



 

   

   

  特攻ブリッツ/All-out Blitz スナップ失敗/Bad Snap 藪にらみの妨害/Cock-eye Blocked 倍付け/Double Down 裏切り行為/Double-crossing Routes 快足フリーフリッカー/Fleet-footed Flea Flicker

  

残り２分で同点、どちらかにタッチダウンが

出れば試合は決まりますね！

うおっ、すげぇ当たりだ！ いきなり突っ込んで 

きたぞ！ スローワーの死角からブリッツだ。 

これは痛い……この手のミスは、

試合を決定づけかねませんね！

まったくだな、ジム。奴も今後は 

楊枝要らずだろう。 

今のプレーを見てると、ジム、 

昔を思い出すな……肩パッドつけて、 

今すぐあそこで―― 

まあその辺で。盛り上がってきましたからね！

ライバル週間で歓声も高まってまいりました。

この調子でいけば、昨年の死亡者 23 名の

記録を塗り替えるかもしれませんね。

今のインターセプトはもろバレでしたかね？

それともテレパシーですか？

わからんが、スタンドで手旗信号を 

送ってる奴がいるなぁ…… 

今のプレー、ボールが見えませんでしたよ、

ボブ！ オフェンスの思惑通りですね！

その通りだ、ジム。ディフェンスは 

今のすげぇプレーにまだ目を回してるぞ。 

  ファンブルフェイント/Fumblerooski 試合にドタマ突っ込んで/Get Yer Head in the Game ゴールラインの攻防/Goal Line Plunge ガーターラン！/Gutter Run! 英雄的ジャンプ/Heroic Leap イリーガル・プロセデュア/Illegal Procedure 

  

こんなひでぇキャリーは、企画倒れの 

ホットコールボウル以来だな！ 

まったくですね、ボブ。早くどうにかしないと、

こっちから暴動を起こす羽目になりますよ。

あんなのありですか？ ボールはどこに？

俺も知らんよ、ジム、でも周りはみんな 

タッチダウンだと思ってるみたいだな。 

レフリーも認めるようです――信じられない！

すでにエンドゾーン寸前です……

ドカンと来たぞ！ こののし掛かりは注目だ！ 

なんと素晴らしい押し込みか！

ボールがゴールラインを越えた模様です。

ボブ、このランでどうやってエンドゾーンまで？

おそらく下水道から出てきたな、ジム。 

このスケイヴンのランナーは、次代の 

クウィーサルになりそうな気配だぞ。 

こいつは止められねぇぞ、ジム！ 

オープンに突破、ディフェンダーを

２人飛び越え、エンドゾーンへ一直線です。

ジム、ありゃ突進が見えてなかったな！ 

そうですね。しかし何とかかわしたようです。

ゴーアのサイズからすると驚くべき素早さ。

本当にその通りだ。 

  意図的なぶちのめし/Intentional Pounding ナックルダスターの跡/Knuckleduster Smear 片手キャッチ/One-handed Grab ハーフライン越え/Over the Middle パーソナル・ファウル/Personal Foul ファン向けポーズ/Pose for the Fans 

  

こいつぁすげぇ！ 鼻っぱしらへストライクだ！ 

左フックでウッドエルフのフェースマスクを

払ってから――ルール何のそのですね！

もうすぐハーフタイムでよかったか。彼も

曲がった鼻を治す時間が取れそうです。

そうだな、ついでにピッチに散らばった 

折れた歯の掃除もしなきゃな！ 

これは反則と呼ぶべきでしょうが、

観客の抱える膨大な勢いに

文句をつけたくもありません。

これはサイズをうまく生かしましたね！

スキンクのスター選手のイツィ・フーディニを 

思い出すな。あのチビのトカゲ野郎は 

もっと厳しい隙間を抜けてきたもんだ。 

いやぁ、ここまで曲がった鼻は初めて見ます。

どうでしょう、ボブ？

まったくだな、ジム、マジで！ 

いい薬師を見つけなきゃいかんだろう！ 

これは銅像を建てろってポーズですかね。

それともグロッグを持ってこいと？

鉄顎のジムだからな、 

たぶん両方だろう！ 

  トリックプレー/Razzle Dazzle 股間に一撃/Right in the Jibblies 引きずり下ろし/Shank Yank サイドラインの雄叫び/Sideline Screamer 頭蓋骨砕き/Skullcracker Suite 超フェイント/Super Juke 

  

ボブ、こんなのに引っかかるとは！

ムラグロックは脳味噌が無いからなぁ、 

角に養分使っちまってるから。 

うおぉい！ 氷袋持って来いよ、ジム、 

あの鼠野郎もしばらくは 

サイドラインで転がってるだろうな。 

これぞオークの捕まえ方ですね、

ボブ――触手ですよ！

その通りだ、ジム。 

これぞ奥の手って止め方だな。 

落ち着かないのはファンばかりかと

思いましたが、今日は他にもいるようで。

コーチもあのオークがチームを 

ずたぼろにする前に放り込んだ方がいいな。 

昨シーズンもこんなんじゃなかったでしたっけ？

その通りだ、ジム。昨シーズンも 

レフリーはほったらかしだったしな！ 

これぞ素晴らしき暴力と言ったところです。

これは完璧な回避ですねぇ、ボブ、

こんなの見たことありますか！

ゴブリンのランナーのドッジー・ 

ドジャーソンも自慢のプレーだろうな！ 

  不意打ちスペシャル/The Backstab Special ネズミ取り/The Mousetrap ロールケージ/The Rolling Cage 吹き飛ばし/Slobberknocker 裏の手段/The Sneaky Weasel 両足タックル/The Tripline 

  

レフリーもこのスライディングを無視かよ！  

確かにそのようですね、ボブ。

彼の毒の短剣で退場させられたのは、

これで 20 人目です。

この鼠は捕まらねぇな！  

こんなディフェンスでは無理ですね、ボブ、

間違いないところです。彼を捕まえようと

思ったら、スピードだけじゃ足りないでしょう。

ランナーはラインマンを引き連れて、

伝統の護送船団式でいくようです――

立ちふさがる相手は叩き潰す勢いです！

見ましたか？ ランナーが肩パッドで

鼠を吹き飛ばしていきましたよ！

やつがいなくなったのに気付くまで 

どんだけかかるんだろうなぁ…… 

レフリーは何をしてるんでしょうか？

ポケットに貯まってる金貨を見るにだな、ジム、 

笛を鳴らそうとは思ってねぇだろうな。 

後方からのタックルだ！

素晴らしい仕事だ！ ダウンさせて、 

ピッチと少々お話ししてろって寸法だな。 

  アンネセサリー・ラフネス/Unnecessary Roughness 反スポーツ行為/Unsportsmanlike Conduct     

  

ボブ、ケイオスのチームは、どうしてこんなに

不愉快で、無慈悲で、暴力的なんでしょう？

そりゃあ、この競技の名前を見ろってんだ。 

おっと、これは深々と刺さりました！

まったくだ、ジム！ 来シーズンまでに 

立ち上がれたらびっくりだぜ！ 

   

   

   

 

        

        

  

グリフォン・エイド/Gryphon-ade 

スコアボードフェイズ：あなたがド

ラフトする各スター選手は、強奪

能力があるかのようにドラフトす

る（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。） 

何でも屋/Jack of All Trades 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に か か か

を使用させる。 

製品推奨/Product Endorsements

スコアボードフェイズ：勝者決定ス

テップ中、あなたのチームゾーン

の合計スターパワーが４以上で

ある各マッチで を得る。 

売名行為/Publicity Stunts

ゲーム終了時：あなたのチームの

ロースターのスター選手にあるレ

イクランド・リーヴァーズのロゴ

１つにつき、 を得る。 

あなたのロースターの他の主

ター選手１人につき、 を得る。

代理人の雇用/Recruiting Agent 

スコアボードフェイズ：あなたがス

ター選手を獲得するたび、どのス

ター選手をドラフトするかを決め

る前にカードを追加で１枚引く。 

因縁を抱えて/Bear the Grudge

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、あなたのダウンして

いる選手１人に、スタンド時のス

ターパワーによるタックルを行わ

せる。 

伝説的頑丈さ/Legendary Toughness

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、ダイスを１個ふる。

が出た場合、あなたは自分のダ

ウンしている選手を１人、スタンド

にしてよい。 

暴力の教訓/Lessons in Violence 

スコアボードフェイズ：相手のダウ

ンしている選手の人数が自分の

ダウンしている選手の人数よりも

多いマッチ１つにつき、 を得

る。 

  

  

厳しいトレーニング/Rigorous Training 

レスポンス：あなたの選手１人が

ガードを使用するたび、あなたの

チームデッキからカードを１枚引

き、あなたの手札のカードを１枚

選んで捨てる。 

沸き上がる怒り/Rising Ire 

スコアボードフェイズ：あなたの選

手が最低１人ダウンしている各

マッチにおいて、そのマッチのあ

なたのチームのスターパワーを

１増やす。 

調整コーチ/Conditioning Coach

レスポンス：あなたのボールキャ

リアがタックルの目標になったと

き、このカードを消耗し、反則トー

クンを１個公開する。そのタック

ルにおいて、そのトークンのス

ターパワーをあなたの選手のス

ターパワーに加える。その後、そ

のトークンを捨てる。 

回避っぽいもの/Dodge Type Thing

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、あなたの選手に対す

るタックルのダイスを１個、相手

監督にふりなおさせる。 

パフォーマンス振付師 
/End Zone Celebration Choreographer 

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マッチ

１つにつき、 を得る。 

インターセプト補佐/Interception Assistant

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に を使用させ

る。 

オリオン印スパイク/Orion’s Cleats

レスポンス：あなたの選手がタッ

クルの目標になったとき、この

カードを消耗する。スターパワー

の差に関係なく、敵監督はダイス

を１個しかふれず、その結果を適

用する。 

 
  

        

        

  

あんな点数ひっくりけぇせ！ 
/Beat Da Points Outta Dem! 

レスポンス：あなたの選手１人が

敵選手を負傷させるたび、

を得る。 

不正な交代/Illegal Substitution 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、あなたの選手を１人

負傷させ、あなたのチームデッキ

からカードを１枚引く。その引い

た選手を負傷したあなたの選手

のマッチにスタンドで置く。（引い

た選手のスキルは使用できな

い）。 

オーキダスのスポンサー/Orcidas Sponsorship

レスポンス：このターン、敵ボー

ルキャリアに対するタックルに成

功した後、このカードを消耗す

る。そのボールを、そのタックル

を行ったあなたの選手に渡す。

ボコ殴り/Smash ‘Em, Bash ‘Em

レスポンス：敵のスタンドの選手

に対するタックルに成功した後、

このカードを消耗し、ダイスを１個

振る。 が出た場合、その敵選

手は負傷する。 

わあぁぁぁぁぁぁ！/WAAAGH! 

レスポンス：あなたの選手が１人

タックルを行う前、このカードを消

耗し、あなたの選手のスターパ

ワーが目標の選手のスターパ

ワーよりも高いものとして扱う。

結果が だった場合、 を失う。 

エシン暗殺請負/Eshin Assassination Coordinator

レスポンス：あなたの選手が１人

タックルを行う前、このカードを消

耗し、敵選手を１人選ぶ。その

タックルを解決する代わりに、ダ

イスを１個ふって以下の結果を

適用する。 

：その選手を負傷させる。 

か ： を失う。 

プロの反則者/Professional Cheater

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

いずれかの反則トークンを１個見

る。それを残すか捨てるかを選

ぶ。捨てた場合、プールから新た

な反則トークンを１個引いて、こ

の選手に置く。 

下水地図/Sewer Go-Map 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、あなたの選手を

１人、いずれかのマッチから他の

適正なマッチへ移動する（移動し

た選手のスキルは使用できな

い）。 

  

        

        
 

 

 

 

 

 

 



        

        

  

殺到戦術/Swarm Tactics 

レスポンス：あなたの選手が１人

タックルを行う前、このカードを消

耗し、彼のスターパワーを、この

マッチの他のあなたの選手１人

につき、１上昇させる。 

ワープストーンのお土産/Warpstone Souvenirs 

スコアボードフェイズ：あなたが

マッチに１つ負けるたび、 を

得る。 

プレーの変更/Changer of Plays

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、あなたの選手が少な

くとも１人いるハイライトを１つ選

ぶ。そのハイライトを捨て、それ

を対応するデッキの一番上のハ

イライトで置き換える。新しいハ

イライトの向きはあなたが選んで

よい。 

手軽な変身/Handy Mutation

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、ダイスを１個ふる。

が出た場合、いずれかのマッチ

のあなたの選手１人はただちに

ボールキャリアになる。 

変化の風/Winds of Change 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、あなたの選手が参加

しているいずれかのマッチのい

ずれかの選手に反則トークンを

１個置く。 

萎縮の訓練/Withering Workout

スコアボードフェイズ：あなたの選

手が１人退場させられた後、あな

たのチームデッキからカードを

１枚引く。その引いた選手を、退

場させられた選手のいたマッチ

にスタンドで置く。（引いた選手の

スキルは使用できない）。 

よじれる触手/Writhing Tentacles

レスポンス：あなたの選手が少な

くとも１人いるマッチでタックルが

行われる間、このカードを消耗

し、敵選手１人のスターパワーを

１減らす。 

 
  

        

        

  

血に飢えたサポーター/Bloodthirsty Supporters 

レスポンス：あなたがいずれかの

マッチで敵選手を１人負傷させる

たび、 を得る。 

反則コーチ/Cheating Coach 

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

反則コーチ/Cheating Coach

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

宣伝契約/Endorsement Deal

スコアボードフェイズ：あなたがハ

イライトに１つ勝つたび、 を得

る。 

ファンクラブ入会/Fan Club Enrollment 

ゲーム終了時：あなたのロース

ターに強奪能力を持たないス

ター選手が少なくとも４人いる場

合、 を得る。 

殿堂入り選手/Hall of Famers

ゲーム終了時：あなたの所有して

いるチームアップグレード１枚に

つき、 を得る。 

日雇い魔法使い/Hired Wizard

マッチアップアクション：このカードを消

耗し、あなたのスタンドの選手が参加

しているいずれかのマッチのスタンド

の敵選手を１人選ぶ。ダイスを１個

ふって以下の結果を適用する。 

：目標の選手をダウンさせる。 

：あなたの選手を１人ダウンさせる。

：このカードを捨てる。 

日雇い魔法使い/Hired Wizard 

マッチアップアクション：このカードを消

耗し、あなたのスタンドの選手が参加

しているいずれかのマッチのスタンド

の敵選手を１人選ぶ。ダイスを１個

ふって以下の結果を適用する。 

：目標の選手をダウンさせる。 

：あなたの選手を１人ダウンさせる。 

：このカードを捨てる。 

  

  

後半の得点ラッシュ/Late Game Scoring Streak 

スコアボードフェイズ：あなたの選

手の１人がボールキャリアである

マッチに１つにつき、 を得る。 

痛い目見せてやれ！/Laying the Smackdown! 

スコアボードフェイズ：あなたの選

手が少なくとも１人スタンドである

すべてのマッチアップでの、ダウ

ンしている敵選手１人につき を

得る。 

攻撃コーディネーター/Offensive Coordinator

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：ボールが

現在ミッドフィールドにある場合、

このカードを消耗し、このターン

そのマッチに参加した選手を

ボールキャリアにする。 

攻撃コーディネーター/Offensive Coordinator

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：ボールが

現在ミッドフィールドにある場合、

このカードを消耗し、このターン

そのマッチに参加した選手を

ボールキャリアにする。 

オフェンスの力/Offensive Firepower 

スコアボードフェイズ：あなたが

マッチアップ３以上のスターパ

ワーの差で勝利するたび、

を得る。 

パスコーチ/Passing Coach

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

パスコーチ/Passing Coach

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

ランニングコーチ/Sprint Coach 

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

  

  

ランニングコーチ/Sprint Coach 

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

スタッフ事務所/Staffing Office 

ゲーム終了時：あなたが所有する

スタッフアップグレード１つにつ

き、 を得る（これを含む）。 

スタッフ事務所/Staffing Office

ゲーム終了時：あなたが所有する

スタッフアップグレード１つにつ

き、 を得る（これを含む）。 

タックルコーチ/Tackling Coach

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

タックルコーチ/Tackling Coach 

ゲーム終了時： を得る。 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、このターンに参加さ

せた選手１人に のスキルを使

用させる。 

選手スカウト/Talent Scout

ゲーム終了時：あなたのロース

ターの強奪能力を持つ選手１人

につき、 を得る。 

選手スカウト/Talent Scout

ゲーム終了時：あなたのロース

ターの強奪能力を持つ選手１人

につき、 を得る。 

チームの薬師/Team Apothecary 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、ダウンしているあな

たの選手を１人選ぶ。ダイスを

１個ふって以下の結果を適用す

る。 

：その選手をスタンドさせる。 

：効果無し。 

：その選手は負傷する。 

  

  

チームの薬師/Team Apothecary 

マッチアップアクション：このカー

ドを消耗し、ダウンしているあな

たの選手を１人選ぶ。ダイスを

１個ふって以下の結果を適用す

る。 

：その選手をスタンドさせる。 

：効果無し。 

：その選手は負傷する。 

チームグッズ売り場/Team Merchandise Booths 

ゲーム終了時： を得る。 

リーグのベストプレーヤー！
/The Best Player in the League

スコアボードフェイズ：あなたの強

奪能力を持たないスター選手が

少なくとも１人いるマッチ１つにあ

なたが勝利するたび、 を得

る。 

次のシーズンには/We’ll Get ‘Em Next Season

ゲーム終了時：あなたのロース

ターの強奪能力を持たないス

ター選手１人につき、 を得

る。 

    
  

        

        
 


