
遊☆戯☆王 ろっぱ式Ｎｏ.杯 

～Ｎｏ.ハンターは１人！この俺だ！！～ 

 

１．はじめに 

この記事は、当サークルの夏合宿で行っ

た特殊ルールによる、遊☆戯☆王ＯＣＧの

トーナメント形式での大会「遊☆戯☆王 ろ

っぱ式Ｎｏ.杯」を、後日その場にいた面子

でレポートしたものである。 

 

２．特殊ルール 

・エクシーズ召喚の際、相手と共有の、

ＯＣＧ化されている全Ｎｏ .で構築された

Ｎｏ.エクストラからランダムにモンスタ

ーを選びエクシーズ召喚する。 

・ＲＵＭ等でＣＮｏ.を召喚するときには、

同様に構築されたＣＮｏ.エクストラから、

ランダムにモンスターを選び、エクシーズ

召喚する。 

・お互いのフィールド上の「Ｎｏ．」と名

のついたモンスターは、以下の効果を得る。

『「Ｎｏ．」と名のついたモンスター以外の

相手のカードの効果の対象にならず、「Ｎ

ｏ．」と名のついたモンスター以外との戦闘

では破壊されない。』 

・《ガーベージ・ロード》などが持つエク

シーズ素材とする場合の制約は無視できる。 

・《Ｎｏ.８８ ギミック・パペット－デス

テニー・レオ》と《Ｎｏ.９１ サンダー・

スパーク・ドラゴン》のエクシーズ召喚時、

コントローラーは手札を任意の枚数、エク

シーズ素材に追加できる。 

・《Ｎｏ.５３ 偽骸神 Ｈｅａｒｔ－ｅａ

ｒｔＨ》の３つ目の効果を発動する場合、

Ｎｏ.エクストラから《Ｎｏ.９２ 偽骸神龍 

Ｈｅａｒｔ－ｅａｒｔＨ Ｄｒａｇｏｎ》を

エクシーズ召喚できる。 

 ・融合モンスターとシンクロモンスター

は、全ての効果が無効になり攻撃すること

ができず、召喚したターンの終了時にゲー

ムから除外される。 

 

３．参加者紹介 

満足：本大会の主催者。使用デッキは【ギ

ミック・パペット】。 

BTB：徐々に米版統一に近づく【聖騎士】

を愛用する。 

semmel：使用デッキは【ガエルランサー】。

ポセイドラが強く見える。 

くりボー：クレインやエクソを軸とした【ラ

ンク４】を使用。 

Ａ：全てのＮｏ.を提供してくれた御仁。【ガ

ガガ】を使うリアルＮｏ.ハンター。 

キノコリ：エクシーズも多用する【リチュ

ア】を使う。 

yasainoyama：遊戯王初心者だが、えげつ

ない【暗黒界】を使いこなす。 

D・Y：バックに容赦の無い【ガジェット】

で参戦。 

purin：特別枠。エクシーズ？なにそれ美味

しいの？ 



４．試合レポート 

満足：本題に入るまでが長すぎやしないか

って？ ルール説明が重要なんだからしょ

うがないじゃない！ 正直ルールの調整が

一番大変だったんだぜ。Ｎｏ.の活躍を主体

としつつ、それぞれのデッキの個性を損な

わないように……。 

一同：早く進めろよ。 

満足：(´・ω・`) 

 

～1 回戦～ 

Ａ【ガガガ】 

VS 

 D・Y【ガジェット】 

満足：幕開けの第一試合！ この場に D・

Y 氏がいないからＡ氏に語ってもらおう

か！ どうだった、この試合？ 

Ａ：Ｎｏ.がたくさん出たから良かったよね。

みんなすぐ死んだけど……。 

くりボー：折角出てきたＮｏ.がことごとく

ミラフォやら奈落やらブラホで散ったから

な（笑）。 

yasainoyama：対象とらない除去は強いで

すねー……。 

満足：ルール決めた時点でこうなるのは想

定してたし……（震え声）。 

Ａ：あと見どころは、俺が《ＲＵＭ－バリ

アンズ・フォース》打ったところでしょ！ 

満足：《Ｎｏ.１２ 機甲忍者クリムゾン・シ

ャドー》が《ＣＮｏ.３２ 海咬龍シャーク・

ドレイク・バイス》にカオスエクシーズチ

ェンジ！ その後すぐミラフォで退場して

行ったけど（笑）。 

semmel：あとは、途中で《Ｎｏ.５６ ゴー

ルドラット》が《トラゴエディア》のアド

バンス召喚のリリースに使われたりしたな。 

Ａ：決着をつけたのは D・Y 氏が引き当て

た《Ｎｏ.６１ ヴォルカザウルス》だった

し、Ｎｏ.もピンキリだなあ……。 

満足：と言うわけで勝者は D・Y【ガジェ

ット】であった。 

 

～２回戦～ 

semmel【ガエルランサー】 

VS 

満足【ギミック・パペット】 

満足：私と semmel 氏の対決だったが、と

りあえず初手に《Ｎｏ.６ 先史遺産アトラ

ンタル》引いてがっかりした。 

Ａ：【ギミック・パペット】と言いつつ、実

際は《レベル・スティーラー》でエクシー

ズ乱発してたけどな。俺の【ガガガ】もだ

けど。 

semmel：その後、僕が《Ｎｏ.５３ 偽骸神 Ｈ

ｅａｒｔ－ｅａｒｔＨ》出して即《シー・

ランサー》のリリースにしたな。 

Ａ：それが後にああなるとは……。 

semmel：墓地へ送っておいたＨｅａｒｔ－

ｅａｒｔＨをリビデで釣り上げて自壊させ、

現れよ！ 《Ｎｏ.９２ 偽骸神龍 Ｈｅａｒ

ｔ－ｅａｒｔＨ Ｄｒａｇｏｎ》！！ 

一同：おおおおおお！？ 

満足：一応加えておいた６つ目のルールが

使われるとは……。 

semmel：実はずっと狙っていたのさ！ 

満足：こちらは《Ｎｏ.５４ 反骨の闘士ラ

イオンハート》と《Ｎｏ.９ 天蓋星ダイソ

ン・スフィア》で対抗。途中で出てきた《Ｎ



ｏ.４２ スターシップ・ギャラクシー・ト

マホーク》とか言うお荷物は《強制転移》

でプレゼントしつつ、お互い戦闘を行えず

試合は膠着状態に。 

semmel：その均衡を破ったのは《Ｎｏ.１９ 

フリーザードン》。素材が無かった偽骸神龍

の効果を乱発できるようになった！ 

Ａ：そして、試合は最終局面へ……。 

semmel：偽骸神龍とライオンハートの効果

で、お互いのライフも残り僅かという場面

で引き当ててしまったのはのは《Ｎｏ.４０ 

ギミック・パペット－ヘブンズ・ストリン

グス》。 

満足：ここでその時の盤面をご覧いただこ

う。（下図） 

 

上：semmel 残り LP1400 

下：満足残り LP1100 

semmel：偽骸神龍の攻撃が通れば勝てるの

だが、ダイソンへの攻撃は止められてしま

う。 

満足：かと言ってターンを回せば、ヘブン

ズ・ストリングスがダイソンの効果発動条

件を満たしてしまっているため、直接攻撃

で私が勝つ。 

Ａ：つまり導き出される結論は……。 

semmel：行け！ ヘブンズ・ストリング

ス！ 『ヘブンズ・ブレード』！！ 

満足：迎え撃て！ ライオンハート！ 『バ

ーニング クロスカウンター』！！ 

BTB：ライオンハートの効果。このカード

の戦闘によって自分が戦闘ダメージを受

けた時、受けた戦闘ダメージと同じ数値の

ダメージを相手ライフに与える……。 

semmel＆満足：うわああああ！（LP→0） 

一同：えええええええ！？ 

semmel：まさかの引き分けに終わったとい

う。 

満足：これは想定していなかった……。と

りあえず、厳正なる抽選の結果 semmel【ガ

エルランサー】が勝者となった。 

 

～３回戦～ 

yasainoyama【暗黒界】 

VS 

キノコリ【リチュア】 

満足：おい！ この大会の主旨無視するな

よ！ ガストクラーケで初手ハンデスとか

やってんじゃねーよ！ 

キノコリ：手札に揃ってたんだからしょう

がない。その後エクシーズして《Ｎｏ.４２ 

スターシップ・ギャラクシー・トマホーク》

出したし。 

yasainoyama：まあ、トマホークはブラホ

で破壊して、そのまま押し切っちゃいまし

たけど。 

キノコリ：トラゴにヴェーラー打たれたの

がアカンかった。 

満足：と言うわけで勝者は yasainoyama【暗

黒界】。あっさり終わりすぎだ……。 

 

～４回戦～ 

BTB【聖騎士】 



VS 

くりボー【ランク４】 

BTB：いやあ、《Ｈ・Ｃ エクストラ・ソー

ド》は強敵でしたねえ。 

くりボー：とか言って《Ｎｏ.１５ ギミッ

ク・パペット－ジャイアントキラー》で全

部吹き飛ばしてくれたじゃねーか！ 

満足：このルールでのジャイアントキラー

は最強クラスの性能だなあ。 

くりボー：それでも序盤はこちらが押して

たな。《Ｎｏ.６９ 紋章神コート・オブ・ア

ームズ》が制圧してくれた。 

BTB：その横に無駄にエクストラソード素

材にした《Ｎｏ.４９ 秘鳥フォーチュンチ

ュン》居たろ。忘れんなよ（笑）。 

キノコリ：エクソチュンチュン（ATK1400）

（笑）。 

満足：コート・オブ・アームズをミラフォ

で処理し、返しに現れたのはもう一体の最

強クラスのＮｏ．。 

BTB：そう！ 《Ｎｏ.１１ ビッグ・アイ》

降臨！ が、フォーチュンチュン効果の対

象にとれないじゃん！！ 

Ａ：ここに来てまさかの活躍（笑）。 

くりボー：時間稼ぎにしかならなかったけ

どなー……。 

満足：その後引いたＮｏ．もビッグ・アイ

を倒せるものではなく、最後に《Ｎｏ.４２ 

スターシップ・ギャラクシー・トマホーク》

を奪われて決着。BTB【聖騎士】の勝利が

決まった。 

くりボー：ビッグ・アイ強すぎんだろ……。 

BTB：同じランク７でも格が違うな！ 

 

～準決勝１回戦～ 

semmel【ガエルランサー】 

VS 

D・Y【ガジェット】 

満足：波乱の１回戦を勝ち残った両者の対

決！ どんな感じでした？ 

semmel：Ｎｏ．同士が殴りあって、最終的

にブラホに全て飲み込まれた回だったな。 

あと地砕きが強かった。 

満足：また汎用除去かよガジェット！ そ

ういうデッキだからしょうがないけどな！ 

Ａ：でも、とどめ刺したのは《Ｎｏ.１５ ギ

ミック・パペット－ジャイアントキラー》

だったからね。やっぱ強いなこいつ。 

満足：全くだ。ジャイアントキラーの効果

で状況を一瞬でひっくり返し、semmel【ガ

エルランサー】が勝利を収めた。またあっ

さり終わってしまった……。 

 

～準決勝２回戦～ 

yasainoyama【暗黒界】 

VS 

BTB【聖騎士】 

満足：この試合は最もＮｏ.の引きの強さが

勝敗に影響した回だったな。 

yasainoyama：《Ｎｏ.２５ 重装光学撮影機

フォーカス・フォース》一体倒すために６

回エクシーズしましたから……。 

BTB：《Ｎｏ.４２ スターシップ・ギャラク

シー・トマホーク》と《Ｎｏ.６３ おしゃ

もじソルジャー》と、二回連続で攻撃力 0

のＮｏ．引いたのには笑った。 

yasainoyama：その後引いた《Ｎｏ.５４ 反

骨の闘士ライオンハート》も神警で止めら



れて、次の《Ｎｏ.１５ ギミック・パペッ

ト－ジャイアントキラー》でようやく処理

した頃には、僕のデッキ残り 5 枚だったん

ですけど。 

BTB：正直デッキ切れ待っても勝てたけど、

折角《Ｎｏ.９１ サンダー・スパーク・ド

ラゴン》が出たから派手にとどめ刺させて

もらったよ。 

満足：終始《Ｎｏ.２５ 重装光学撮影機フ

ォーカス・フォース》が何故か場を制圧し

て、BTB【聖騎士】が長期戦の末、勝利を

もぎ取った。 

 

～決勝戦～ 

semmel【ガエルランサー】 

VS 

BTB【聖騎士】 

満足：決勝戦ですけど……。 

BTB：聖剣しか引けなかった（＾ｐ＾）。 

semmel：何か相手がモンスター出してこな

いから適当に殴ってたら勝てた。 

満足：……BTB 氏。ちょっと表出てくださ

い。 

BTB：俺自身に聖剣が装備できれば……！ 

semmel：と言うわけで、僕が優勝したけど

……、決勝がこれでいいのか……。 

 

～決着がつきましたが、ここで《Ｎｏ.４２ 

スターシップ・ギャラクシー・トマホーク》

の華麗な戦績を振り返ってみましょう～ 

・２回戦 

強制転移後、両者引き分け。 

・３回戦 

ブラホで破壊された後、敗北。 

・４回戦 

最後の最後に出てきて、敗北。 

・準決勝２回戦 

時間稼ぎするだけして、敗北。 

・まとめ 

Ｎｏ.中最多登場４回において一勝も無し。 

・結論 

《Ｎｏ.４２ スターシップ・ギャラクシ

ー・トマホーク》をコントロールしたプレ

イヤーは勝てない。 

なんだこの呪いのＮｏ.。 

 

～EX マッチ～ 

semmel【ガエルランサー】 

VS 

 purin【 針虫の狂宴
ニードル・デストラクション

】 

満足：決勝があの有様だったので EX ステ

ージ突入だ！ ろっぱ式Ｎｏ.杯を制し、全

てのＮｏ.を手中に収めた semmel 氏は、果

たしてエクシーズを狩る者 purin 氏に勝つ

ことができるのか！？ 

semmel：この大会、そんな設定だったんだ

……。 

purin：そんな異名持った覚えないんだけど

……。 

満足：いいからデュエルしてください！ 

purin 氏はエクストラ要らないでしょう。

デッキ名からして。 

purin：まあね。 

semmel：試合の方は、《Ｎｏ.５４ 反骨の闘

士ライオンハート》が《ニードルワーム》

を倒せなくて１５枚くらいデッキ削られた

な。 

くりボー：そして引き当ててしまった絶望



のＮｏ.《Ｎｏ.４２ スターシップ・ギャラ

クシー・トマホーク》……。 

満足：もうだめだ……おしまいだ……。  

Ａ：しかし、そこで現れた新たなＮｏ.！ 

semmel：絶望を吹き飛ばせ！ その幸運で

我が手に勝利を！ 出でよ！ 《Ｎｏ.７ 

ラッキー・ストライプ》！！ 

キノコリ：これなら勝つる！ 

semmel：サイコロで７は出なかったが、打

点としては十二分！ 

満足：《Ｎｏ.４８ シャドー・リッチ》、《Ｎ

ｏ.４０ ギミック・パペット－ヘブンズ・

ストリングス》を加えての一斉攻撃で、

semmel【ガエルランサー】が辛くも勝利を

手にした。 

 

５．振りかえり 

満足：《Ｎｏ.４２ スターシップ・ギャラク

シー・トマホーク》出過ぎだろ……。８試

合中５回だぞ。ホントに呪われてんじゃね

えのこいつ。 

Ａ：ちなみに、次点が《Ｎｏ.４０ ギミッ

ク・パペット－ヘブンズ・ストリングス》

の４回だな。こっちは結構活躍してる。 

BTB：まあ 3000 打点ってだけで十分使える。 

キノコリ：それにしても、《Ｎｏ.３９ 希望

皇ホープ》と《Ｎｏ.３２ 海咬龍シャーク・

ドレイク》が１回も出てないのは惜しかっ

たよね。ＣＮｏ.も《ＣＮｏ.３２ 海咬龍シ

ャーク・ドレイク・バイス》しか出てない

し。 

満足：俺も一応《ＲＵＭ－ヌメロン・フォ

ース》入れてたんだぜ。引けなかったけど。 

semmel：あと、このルールだと《Ｎｏ.８ 紋

章王ゲノム・ヘリター》も最強クラスだっ

たけど誰も引いてないな。 

yasainoyama：登場回数にはバラつきがあ

りましたね。できればもう少しやりたかっ

たところです。 

くりボー：確かに、まだ出てないＮｏ.が１

０体くらいいるし、Ｎｏ.が増えればまた改

めてやる価値はあるな。 

満足：まだ見せられてないギミックとかも

ありますしね。《ナンバーズ・ウォール》引

けなかった……。 

Ａ：《ガガガガール》の効果使えなかった…

…。 

くりボー：《Ｈ・Ｃ エクストラ・ソード》

２体でオーバーレイできなかった……。 

BTB：はいはい。 

満足：と言うわけで、アニメのスフィアフ

ィールドのルールを意識してやってみた、

「遊☆戯☆王 ろっぱ式Ｎｏ.杯」でした。   

意外と程良いゲームバランスで進行できた

ので、機会と全Ｎｏ.があれば是非やってみ

てください。 

では、次はどんな大会が開かれるのか。

今後の X680x0 同好会決闘班の活動にご期

待ください！ 

 

 

2013 年 9 月 1 日大会当時の使用可能Ｎｏ.

カード数。Ｎｏ.：60 枚。ＣＮｏ：9 枚。 


