
0. 戦いは突然に
　―10/15の夜　調布、「中華料理 食神 餃子王」（以下「食神」）にて。

　

　　「今回の会誌、（身体を張った）ネタ記事少なくね？」と、誰かが言ったのが始まりだった。

　　「まぁ、そうだけどさぁ……ページ数確定の〆切（10/19）まで後4日しかないじゃん」

　　「さすがに今からじゃネタも出ないよ」

　　「センスある文章も書けないしなぁ」

　　「あ、でも一度この食神でやってみたいよね！　注文するメニューが被ったらアウトなヤツ」

　　「で、被ったら辛口（※1）になると（笑）」

　　  …………。
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※この記事は、70%の事実と20%の編集と10%のうろ覚えによって構成されています。

「「それだ！！」」」
　　「じゃ、じゃあいつやる？」

　　「ええい、時間ないから明日やろう明日！　明日休み（※2）だし！ 」

　　「明日かぁ……夜なら大丈夫かな、19時以降なら」

　　「じゃあ、余裕を持って明日19時30分に集合で」

　　「一応、誰が主催か決めとこうか」

　　「誰もやらないんだったら俺やるよ」

　　「よっしゃ！　任せた！　あ、8人か9人でやりたいから主催はもう3人ほど集めといてね」

　　「…………え？」

　　こうして夜は更けていった……。　

1. 不安な幕開け
　　　　―色々あって（※3）10/16　20時、「食神」にて。

　　

　　今回、参加するメンバーは次の7名である。　

　※1 辛口：食神の辛口はちょっとした冒険心で注文するには大変危険な代物であり、特徴として「赤くなる」「元から赤いモノは

  　　黒くなる」「水気が減る」「においでむせる」などといった現象が発生する。ちなみに甘口も存在した（砂糖が入る）。

　※2 明日休み：本当は明日(10/16)は体育祭なのだが、2年以上は任意出場申請制なので大多数の電通生が休みとしてしか認識し

　　　ていない。また、休みだと知らずに授業に来て誰もいない教室にうろたえる学生もいるとか。

　※3 色々あって：結局、主催が人を集められなくて7人でやることになったり主催が30分以上遅刻したりしたが些細なことである。

　　　前日まで38度の熱出しながら研究室で徹夜していた人間が主催になったのがそもそもの間違いだった。(震え声)　

餃

：という訳で第1回食神ドラフトを開催します！

：わー（棒）　

　　mochi

　　一同　

第
一
回 センバツ

ドラフト
食神



 　・mochi

　　　今回の主催。食神歴も長く、昔は果敢に辛口メニューにも挑んだりしていた。

　　　好きなメニューは7番定食、土曜14番定食、豚角煮かけごはんなど。

　　　今回は本対決3日前に熱でぶっ倒れ体中の孔という孔から色んな物を噴出していた後で、

　　　前日に治りきらずに研究室で徹夜してから参戦しているため色んな意味で死にかけている。

　　　しかし、それを「なあに、コレくらいのハンデがなきゃつまらんだろ？」

      と軽く流す色んな意味で見習っちゃいけない人。ちなみにアイマス始めました！！！

　　・ひろき

　　　X68の重鎮ともいえるプログラマ。部のサーバーを管理してたりする。(跡継ぎ募集中！！)

　　　食神歴も長いが、辛いものは基本的に苦手(の割には挑戦頻度は高めなのだが)。

　　　ここ最近忙しいにも関わらずいろいろなことに協力してくれているため、

　　　積んでる3DSのソフトがなかなか消化できないでいる。

　　　また、mochi達と「どうか俺達の妹をもらってください」同盟を結成しており、

　　　日夜「妹欲しい」とかおっしゃる奴らに熱烈なアタックを仕掛けている。(絶賛募集中！！)

　　・Saltian

　　　今年のプログラミング班講座長。普段は食神にあまり来ない。もちろん辛いものも不得意。

　　　たまたま今日は昼からのカラオケに参加していたので、

　　　「観戦するだけでいいからおいでよ！」などの言葉巧みな誘導に乗せてしまった。

　　　食神の辛口の恐怖を、まだ彼は知らない……。つーか知りたくないです。(本人談)

　　　モチロン次回モ呼ビマスカラネ･･････コンゴトモヨロシク

　　・semmel

　　　今回のダークホース。日常的に食神に来て、普通に辛口を食べている猛者。

　　　好きなメニューは2番定食（辛口）。

　　　人狼で言うところの狂人枠で参戦しており、積極的に辛口を狙っていく姿勢とのこと。

　　　果たしてどんな番狂わせが起きるのか。誰が彼の餌食になるのか。

　　　そして彼の単位は大丈夫なのか。彼の戦いは常に辛口の外で起きている･･･････。

　　・purin

　　　プリンはプリンでも食用にあらず。X68における時間遡行者(≒留年生)の一人であり、

　　　同じ時間(≒学年)を何度も巡り、たった一つの出口(≒卒業)を探っている。

　　　このたびようやくワルプルギスの夜(≒夜間に行われる物理実験の再履)を倒したため、

　　　新たな時間の流れに身を置くこととなった。なおソウルジェムは濁りかけている模様。

　　　好きなメニューは今日のおすすめ！

　　　一年生の頃からミスコン（※4）に参加し続けはやN年……去年は準優勝まで漕ぎ着けた。

　　　今年は優勝だっ！！！

　　・空星

　　　今年の音班講座長。食神には結構な頻度で来ている。

　　　好きなメニューは「5番小辛山椒少し」と細かい指定をする玄人（面倒くさい人）。

　　　ミスコンにおけるX68プロのプロデューサーであり皆からの信頼を一身に集める人格者。

　　　最近ついに本家アイマスでもプロデューサーデビューを果たしmochi宅に入り浸る。

　　　ちなみにやよいPで、YESロリータNOタッチを標榜する紳士である。必殺技はｪｧぺろぺろ。

　　・朧豆腐

　　　ナチュラルに辛口を食す猛者その２。彼もまた、辛口を狙うダークホースとなるか！？

　　　しかし、彼もまた風邪を引いているため今回の挑戦は死と隣り合わせの戦いである。

　　　(mochiより：体調不良のときに辛口を頼むのはやめましょう。どうなっても知りません)

　　　好きなメニューは水煮（※5）と水煮白身魚。

　　　5番定食辛口6分30秒完食の記録持ってたりしている。最高記録は知らないが。　

　※4 ミスコン：調府祭3日目（今年は11/25）に行われるステージイベント。電通大のミスコンは普通の大学のミスコンと違って、

　　　男性が女装してパフォーマンスを行うイベントである（出場資格に「男であること」と明記されている。）。個人だけでなく

　　　団体でも参加できるイベントなので、見た目だけでなくステージパフォーマンスのクオリティで勝負をする団体もあったりし

　　　て多彩なことも魅力である。なお、昨年は准教授が優勝した（動画は探せば見つかるので興味がある方はどうぞ（笑））。

　※5 水煮：正式名称は「水煮牛肉」、牛肉や野菜を唐辛子などのスパイスで煮込んだものと思われる。メニューに「最もしびれ、

　　　最も辛い」と明記されており、壁に貼ってあるメニューもコレだけ赤い。それの辛口ともなると……　

<メンバー紹介>



　　①選択するメニューは580円定食を用いる（1番～8番）。

　　②10分の情報戦タイムを設け、その時間内に巧みな言葉を駆使してメニューを決める。

　　③決まったら注文するメニューを前もって渡されたカードに書き込み、円卓上に裏向きに置く。

　　④全員がカードを提出したら一斉に開示を行い、被った者が居た場合辛口になる。

　　⑤その後8面ダイスを振り、出た目の番号のメニューを注文している人のメニューも辛口になる。

<ルール説明>

<メニューリスト>

１番 - 麻婆豆腐

２番 - 豆腐のうま煮

３番 - 肉野菜炒め

４番 - 豚肉とザーサイの細切り炒め

ど安定の１番。普通に辛くて美味しい。しかし辛口は地獄。

その危険度は例えるならば、

「回復してくれないルビカンテ様」とでも言おうか。

食神定食の中でも定番であり、

たびたび「久々に食神来たから１番頼もう」

などと指名される定番オブ定番メニューである。

食神で注文に迷ったら１番を頼めばよいだろう。
なお食べ方とスプーンの使い方で度々論争が起きる。

問題の２番。普通に頼めば全然辛くない料理である。

むしろ少しでも辛味成分が入ると辛さにブレが生じてしまう

食神では実は初心者に最も薦めやすいメニューの１つ。

これを辛口にした場合の１番との違いは

たしか豆板醤の有無だったように記憶している。(うろ覚え)

実際に辛口にするとどろっとした赤黒いゲル状物質に満ちた、

触れると即死しそうなメニューに早変わりする。

１番よりも危険と言われ、辛口常連の人間も納得のうまさ？

食神の中でもおそらく屈指の人気メニュー。

ある悲しい事件により休みになった食神が再開した日に

売り切れたという事実からもその人気が窺い知れる。

それだけ野菜を取りたい人が多いという事なのだろうか。

ほんの少し辛くしてもらうととっても美味しいのだが、

かつて辛口に対する基準が曖昧な頃は注文するたびに

辛さが変わったため注文を渋る者も多かった。

ガチの辛口にしても他に比べて危険度は低いと思われる。

辛くないメニュー第３弾。実はかなりの安定メニュー。

しかしザーサイが敬遠されるのか、色合いが地味なのか、

味付けが割と独特だからなのか、他の定食と比べると

あまり頼まれないイメージがある。(少なくともX68では)

だが一部の人から熱狂的な支持を受けているようで、

主犯の周りにもこればっかり頼む奴がちらほらいる。

似たような料理がたまに週替わり定食に出現する。

辛口にすると3番と同じく野菜分が多いため危険度は低め。



　　ひろき

　　mochi

　　Saltion

　　mochi

　　朧豆腐

　　空星

　　mochi

　　ひろき

：と言うわけでメニューの紹介が終わりましたが……。

：オッズというか、5番はみんなあんま頼まない気がするなー。リスクが高すぎて。

：5番はやだなー。

：けど1番2番も被ると危険なんですよねぇ、3番は水分多いから食えなくはないと思

　うよ。

：どうしよっかなー、誰も取らなさそうだし5番にするかなー。

：なるほど、それはアリ。

：情報戦が始まりましたね。

：情報戦だねぇ。

５番 - 麻婆春雨

６番 - かに玉子

７番 - ニラ玉子

８番 - 玉ねぎと玉子炒め

５番辛口、と言えば食神のチャレンジメニューの代表にして1つの頂点である。

曰く食神の黒き春雨閣下。辛口だけでもフリーザ様くらいのヤバさなのだが、

山椒多めという禁じられた呪文を唱えると水煮すら超える真の恐怖が訪れる。

さらには元々辛さにムラがあるため、最大辛力にすべく乱数調整を行い、

最強を超えた最強に挑戦する真の求道者もいるとかいないとか。

食べきるとTwitterの食神アカウントにて報告される他、名前を残すことも可能。

普通に頼んでも少し辛い。というか上記のような辛さのムラがあるため、

普通に頼んだのにもかかわらず辛いという事態がかなり頻繁に発生する。

これを読んだ辛口に自身のある人は食神に行き注文すると良いですが、余らせる

人が多かったため、ペナルティ（半分以上残すと唐辛子代２０円を追加）があり

ます。覚悟がある方はどうぞ。

定食内で唯一の「甘み」に特化した定食。

かつて甘口というオーダーが可能だった時代には

デザート感覚で頼んで食べている人がいるくらいであった。

甘過ぎて苦手という人がいるなど味で敬遠される事が多く、

逆に初心者にはオススメできないユニークなメニュー。

辛口にすると赤い部分が辛くて怖い何かに置換される。

辛口の場合、辛いのに甘いという実に不思議な味となり、

食べる者を虜にするかもしれないし、しないかもしれない。

主犯など一部に熱狂的な信者を有するアイドル的な定食。

一切の肉類を排除したその麗しき姿には、センチメンタリズ

ムな運命を感じずにはいられない。

たまに塩の塊や卵の殻が入ってて泣きたくなるのはご愛嬌。

この辛口は報告が一切無く、どうなるかわからないが、

辛口において卵は優しさの象徴であるため、

辛口にしてもそれほど辛くはないだろうと予想される。

なおコスパ論者からは目の敵にされたりする。

玉ねぎが好きな人にはおすすめと言われる８番。

7番に比べ、あまり頼まれる事が多くないのはやはり、

7番との間に何か決定的な「差」があるからなのか。

美味しいはずなのになぜか残念扱いされる姿は哀愁が漂う。

頼んだ事があんまりないため、辛口にしようがしまいが

どのような結果を生むのかたいへん興味がある。

これも卵料理のため、きっと辛口にしても優しさが

残るであろう。今回の穴場となるか？

なお、自炊論者からは目の敵にされたりする。



2. こうどなじょうほうせん
　　mochi

　　ひろき

　　空星

　　ひろき

　　purin

　　Saltian

　　mochi

　　purin

　　ひろき

　　朧豆腐

　　mochi

　　semmel

　　一同

　　mochi

　　Saltian

　　ひろき

　　semmel

　　mochi

　　ひろき

　　Saltian

　　ひろき

　　朧豆腐

　　mochi

　　Saltian

　　mochi

　　ひろき

　　mochi

　　ひろき

　　mochi

　　朧豆腐

　　ひろき

　　purin

　　semmel

　　一同

　　mochi

　　purin

：じゃあねぇ１個情報与えておくと、５番辛口に比べて3番辛口は圧倒的に楽です。

　３番辛口はリスクは低いです。

：情報操作が来ましたねぇ。

：ちなみに普段私が来るときは5番なんですよ。後は４番かなぁ。

：あんまり食べてない定食あるから１番から制覇していくのもありだなぁ。

：俺の第６感では８番に３人被るっ！！！

：私580円定食だとマーボーしか食ったことない。（１番か５番かを明確にしない高

　度な戦略）

：８番辺りも２人被るんじゃないかと。（８番に危険なイメージを付与する戦略）

：危ないよねｗ（mochiの戦略をとっさに読み取り便乗するしたたかな戦略）

：ぼく個人的に７番あたり来ないかと期待したいなｗｗ　　※フラグ１

：大穴で６番とか。　　※フラグ２

：逆に４番５番は誰も取らずに他ので被るパターンがあるかな。　　※フラグ３

：今まで４番誰も触れてないのは何でなんだろう？　　※フラグ４

：４番かぁ。（興味無さげにしつつチラチラするバレンタインの日の男子戦略）

：あ、でも４番美味しいぜ。うん。とか言いつつ後1、2分だな。

：やべぇ。（実はまったくやばいと思ってませんでした、てへぺろ：本人談）

：まだちゃんと情報戦してないじゃんｗ

：というか何しかければいいのｗｗ

：分かった、しゃーない。俺７番頼もうかなー。　　※フラグ５

：７番いっちゃう？（期待age）

：私マーボーしか頼んだことないからなぁ（ちらっ

：ぼく６番とか結構好きなんだよねぇ（ちらっ

：さすがにもう５番はいないかなー（ちらっちらっ

：いや、７番しかないっしょ（ドヤァ

：ワンチャン、２番も美味しいかもしれない。

：ひろき何する？（逆転裁判で言うところの「ゆさぶる」）

：んー、あんまり食べたことないのにするのもありかなーと。

：いつも何頼んでる？（逆転裁判で言うところの「もっとゆさぶる」）

：３４７８は頼んだことないと思う。

：あー、なるほどね。なら１２５６のどれかに行くという逆プレイ。

：普段食べてないのにしようかなー。あ、今日の９番酷かった。

：カボチャかｗ

：５番とか素で辛いもん。　　※これはマジです

：そんな事無いですよ。　　　※これは大嘘です

：それはお前だからだろｗｗ　※異議なし

：じゃぁ今日purinは５番いけばいいんだよ。

：ええー、そんなぁ。被ったら死ぬ。（って、言えばみんな警戒してくれるよね？）　

：とりあえず全員最後に今何にしようかとか言ってみる？

：近況報告かｗ

：空星からどうぞ。

：もう書いてます。ヒント言うと、まぁいつも食べてるのは食べ飽きてるよねーｗ

：あー。なるほど。

：お隣purinは？

：え？まー5番は辛口にしたらあれだしね。

：ぼくも決めました。いつもいつも同じのだとあれだし、ちょっと別のに。

：他の人に被せてきてる？　　※フラグ６

：まぁぼくも美味しい物が食べたいですね。　　※彼は辛口狂です。

：狙ってるｗやべぇ。

：ちなみに狙ってる人は？　　※フラグ７

～ここで時間切れ～　

　　mochi　　

　　ひろき

　　mochi

　　空星

　　一同

　　mochi

　　purin

　　semmel

　　mochi

　　semmel

　　一同

　　mochi　



3. 審判の時
　　一同 ：いっせーのーせっ！

：んー、特には。

：まぁこの辺置いとけば誰か頼むだろ言うというところに置いたんだなきっとｗ

：山椒多めだったら楽なのに……。　　※食神では山椒多めも可能です。

　とりあえず好きなもの頼んで辛口来たらドンマイ、っということで。

：ではひろき先生、近況報告は？

：食べたいものを頼みました。被らないことを祈ります（切実）。

：っということは普通に頼まれそうなメニューを頼んでいると……。

：参ったなぁ。まぁ俺は何があろうとも7番を愛した男なんだよ。だから今回も7番し

　かない。（意外と純情なmochi氏）

：おおー。

：ファイナルアンサー？

：ファイナルアンサー。まぁね。このカードにはなんて書いてあるかはわからないけ

　どねｗｗそれじゃぁ最後。

：あー、いつもどおり5番か6番にしようと思ったんですけど……まぁそんな感じです

　ね。(にやり

：怖いｗ

　　semmel

　　purin

　　Saltian

　　mochi

　　ひろき

　　朧豆腐

　　mochi

　　一同

　　ひろき

　　mochi

　　朧豆腐

　　一同　

～そんなこんなで、注文を書いた紙が中央に集まりました～　

 7
mochi

ひろき 4 1 Saltian

  7
semmel

  6
朧豆腐

空星 3 8 purin

７番被ったあああああぁぁぁ！！！ｗｗｗ
　　ひろき

　　mochi

：まだダイスロール残ってるんですよねー。

：よし、やるぜ！　主催の運命のダイスロールは……

6番も被ったあああああぁぁぁ！！！ｗｗｗ

６！！



　　purin

　　朧豆腐

　　purin

　　mochi

　　ひろき

：案外バラけたね。

：いい感じになって面白いですね。

：当たった奴ら辛口大丈夫じゃんｗ　　※semmel、朧豆腐は辛口常習犯。

：俺大丈夫じゃねーよ！　風邪ひいてるし！　※食神の辛口は風邪に効きません。

　あぁ、これ会誌どうするよ……。（むしろおいしいです、ネタ的に）

：とりあえず注文しようか。（淡々と）

彼らは手慣れた様子で注文を口にした。（別名：死刑宣告）

辛口という単語も３回ほど聞こえたが、本人たちに迷いはない。……たぶん。

　　空星

　　ひろき

　　空星

　　朧豆腐

：いやー、４番頼もうと思ったけど、たまに中辛頼んだ時にめちゃくちゃ辛いから、３

　番に変えたんだよね。（どやぁ

：こえー。その情報聞いてたら絶対４番選んでないｗｗ　あぶねー。

：これが辛口になったらきっと死んでしまうだろうと思って３にした。　※神回避

：いやー、私も５か６で迷ってたんですよねー。でもいつも５番だからたまには６番に

　しようかと。　　※５番とは５番辛口のことです。６番もです。

そんな他愛もない話をしていると、続々と注文した料理がやってきた。

１番到着
　とても美味しそうな、正常な色をした１番ですね。さすが

食神を代表するメニュー。美味しそうな匂いが漂ってきます。

３番到着
　とても美味しそうな肉野菜炒めです。

空星：めっちゃ美味そうｗｗ

８番到着
　玉ねぎと玉子炒め到着。



4. ようこそ地獄へ

　　mochi

　　purin

　　ひろき

：安全そうなニラからいくか。（震え顔）

：８番おいしい。（余裕の表情）

：４番おいしいです。（勝者の余裕）

７番(辛口)到着
　普段の黄色に緑の美しい色合い

からは想像のできない状態となっ

ています。注文前までは赤が入っ

て綺麗な色合いになるんじゃね？

とか言っていた我々の口から出た

のは、次のようなセリフでした。

朧豆腐：色鮮やかというか、毒々

　　　　しい。

ひろき：思った以上に鮮やかじゃ

　　　　ないというか、赤がマー

　　　　ブル状。

　写真からは伝わらないかもしれ

ませんが、衝撃の色合いでした。

４番到着
　週替り定食にも派生系？メニューがよく出てくる４番。

とても美味しそうな色合いです。

６番(辛口)到着
　普段の鮮やかかつ柔らかい赤を

放つ液体は、闇堕ちして赤黒いど

ろっとした何かに変わっていた。

purin

朧豆腐

：まるでデミグラスソース

　がかかったオムライス。

：逃げ道などない。

　モノクロ写真からも分かる黒い

どろっと加減は、想像を絶するも

のがあります。

いただきまーす！



　　mochi

　　semmmel

　　mochi

　　purin

　　mochi

　　semmmel

　　朧豆腐

　　mochi

　　一同

：７番からいよぉ(;ω;)

：あ……これ今まで試さなかったのなんでだろう？　７番辛口すごくおいしい。これ

　かなりいいな。　　※辛口常連からお褒めの言葉いただきました。

：いや、これきついよ(;ω;) 卵が敵になったよ。

：昔先輩が（週替わり定食の）卵入り麻婆豆腐を辛口にすると、卵も一緒になってい

　じめてくるって言ってたよ。

：そんな感じ。確かに。（涙目）

：何というか、７番辛口は比較的辛さが長続きしないから、辛口初心者におすすめか

もしれない。　　※嘘だッ！！ by mochi

：卵……君は昔そんな姿じゃなかったのに（辛口にされた６番を見ながら）。

：マジトランザム……。

：なんか興味あるから回そう。（別名：死のルーレット）

ごちそうさまでしたっ！！

ここで辛口となった７番が参加者たちの口の中へ……

　　purin

　　ひろき

　　Saltion

　　空星

：辛い。（意外と冷静なpurin氏）

：ちょ、うぉ！　ちょっと待て！　完全にこれやばい！　辛い！（と言いつつ２口）

：これはやばい……。（と言いつつもう３口）

：あー、何か一口目はまだいけるけど、二口目、三口目辺りからやばいですねこれ。

一同阿鼻叫喚の中、さらなる追撃が……

　　朧豆腐

　　semmel

　　空星

　　purin

　　Saltian

　　朧豆腐

　　Saltian

　　purin

　　空星

　　semmel

　　空星

：みんなそんなに６番辛口が食べたいのかい？

：お、興味ある。

：うおー、すげぇ。

：うぉあ。

：辛口やばい。確かに聞いてた通り辛くて甘い。

：でしょ。辛くて甘い。

：ちょっと後からくるねこれ。

：あーでも辛っ！

：甘い……辛い……ｗｗｗ　甘いと辛いが共存してる。

：前に天津飯（醤油味とケチャップ味がある）の醤油味を辛口にしたんだけど、もう

　片方も辛口にすればよかったな。　※天津飯（ケチャップ）は６番の上位互換です。

：何というか、やっぱり辛いよ。甘くても辛いよ。これ。

全員今回の惨状を経験して。

　　空星

　　mochi

　　purin

　　mochi

　　Saltian

　　semmel

　　mochi

　　ひろき

　　purin

：何というか、鈍器で殴られるか、刃物で斬られるかの違いくらいしかなかったな。

　※つまりどっちも辛い。

：……。

：やばい。mochiが静かになってしまった。

：（もくもくと食べている。）

：いや～、辛口舐めてましたわ。

：待ち望んでいた辛口が満足だった。

：いや～、一体俺は何と戦っているんだろう……。　　※mochi復活。

　魂が浄化されていくようだ。　　※人はそれを危ない状況という。

：それは……大丈夫なのか？

：最後の輝きじゃない？

そんなわけで全員無事？に完食。



5.反省会
　今回は突発であったために、色々とルールや人員に準備不足があったため、今後の為に反省。

まずは情報戦だが、思ったより駆け引きは少なくなってしまった。さらに言うと注文後に重要な

情報が出たりして、そういった情報が出回っていた時の各人の混乱っぷりが表に出てこなかった

のは残念である。例えば無記名投票で一度参加者の意思を示す機会が必要だろう。

　次に人数だが、例えば情報戦を繰り広げる中で無記名投票などが行われた場合、今回のように

８品に対して７人、もしくはピッタリの場合、被らなければ誰も注文を変えずに辛口にならない

事態が想定される。これは辛口に当たるか当たらないか、生死をかけたやり取りを行う緊張感が

絶対的に欠けてしまう。やはり人数に関しては１名オーバーはしたいところである。

　その他意見としては、予めカードを配り、その中から選ぶというのもあった。相手の手札を読

み、その上で被らないように（被るように）選択する頭脳戦が繰り広げられるのではないかと考

えられる。これはゲーム性が重視される形となるだろう。

　さて、色々とルールなどに反省はあるものの、結果は２品３名が辛口となるほど良い結果とな

った。この状況下で半分近い人数が被ったことになるのだから、人数オーバーで挑んだ際にはさ

らなる阿鼻叫喚が見られるだろう。また、普段ならありえない組み合わせ、頼まないメニューを

選び、食神の奥深さを再発見する良い機会ともなった。そういう意味では、非常に良いイベント

であったと言える。いつもハチャメチャな？辛口の注文に答えてくれる食神に感謝しつついずれ

来たるかもしれない聖戦に向けて、日々努力を重ねて鍛錬していきたいと思う。

　※注意：特別に訓練を受けたX68部員を使用しています。経験のない人が不用意に辛口を頼むの

　　　　　は、大変危険です。もし、実際に注文する場合は自己責任でお願いします。

　撮影協力：中華料理　食神　餃子王　http://shokujinhp.web.fc2.com/

　　　　　　　　　　　　　Twitter　https://twitter.com/shokujinjp

―――――――――――――――――――――――――

　　ふぅ、なんとか記事ができあがったか……

　　いやー〆切間近にネタ記事を書けって言われて絶対ムリだと思ってたけど、とりあえずこれ

　で大丈夫かなーうん。

　　ん？こんな時間にメールか、一体何だろ？

　　　　　　　　　　……「第2回　センバツ食神ドラフトのお知らせ」……？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―To be continued→

餃


