アリキラＲＴＶタイムズ

プレシーズンマッチ２０１３

熱唱リヴィエール

相性の呪縛再び

○アリマ ６ × ５ あくる●
（ＴＵＲＮ６）

両者順当ライドも、あくるはリアガード不足に終始苦しむ展

開。３ターン目に２枚貫通の局面をダブルトリガーで突破する

【主な発動スキル】
アリマ (1) フルバウ 被ライド時
あくる (1) リザードソルジャーコンロー
先駆
アリマ (2) ブラスター・ダーク 登場時ＣＢ２
アリマ (2) 秘薬の魔女アリアンロッド
レスト時手札
１
アリマ (3) 暗黒魔道士バイヴ・カー
登場時
あくる (3) バーサーク・ドラゴン 登場時ＣＢ２
あくる (3) 魔竜導師キンナラ ソウルイン
アリマ (4) 髑髏の魔女ネヴァン ＣＢ１
アリマ (4) ファントム・ブラスター・ドラゴン
ＣＢ
２Ｒ３
アリマ (4) アポカリプス・バット ＳＢ１
アリマ (5) 暗黒魔道士バイヴ・カー
登場時
アリマ (5) アポカリプス・バット ＳＢ１

好機を得るも、アリマの６点目ヒールにより勝機を逸する。以

はいてない．ｃｏｍにて、ラジオ好評配信中。

【パーソナリティ】ＭＯＣ・はかせ・ｔｓＺ・

くれは・イザベル・ぴぃ・ＥＭＢ（あくる・

トウカ・とおる・める）

【ダメージ】 ☆引醒治はドライブトリガー
あくる (1) Ｖ鎧の化身バー ☆ 0-2
アリマ (2) Ｖブラスター・ダーク 1-2
アリマ (2) Ｒブラスター・ダーク 2-2
あくる (2) Ｖドラゴンナイトネハーレン 2-3
あくる (2) Ｒドラゴンナイトネハーレン 2-4
アリマ (3) Ｖファントム・ブラスター・ドラゴン 3-4
アリマ (3) Ｒブラスター・ダーク 4-4
あくる (3) Ｖドラゴニック・オーバーロード・ジ・エ
ンド 引☆ 4-6 →治 4-5
アリマ (4) Ｒブラスター・ダーク 5-5
アリマ (6) Ｒ暗黒魔道士バイヴ・カー 6-5

8 月１８日（土）

「１戦目とは
まるで別人」
降はジリジリとした消耗戦。盤石の体勢のアリマが終盤のアド

【ライド】 カッコ内はターン数
■アリマ
フルバウ→ブラスタージャベリン (1) →ブラスター・
ダーク (2) →ファントム・ブラスター・ドラゴン (3)
■あくる
リザードソルジャーコンロー→鎧の化身バー (1) →ド
ラゴンナイトネハーレン (2) →ドラゴニック・オーバー
ロード・ジ・エンド (3)

●アリマ ５ × ６ トウカ○
（ＴＵＲＮ５）

後攻 あくる かげろう

バンテージを取り、説明のつかない相性の良さを見せた。

アリキラ
配信中

先攻 アリマ シャドウパラディン

プレシーズンマッチ初戦をトウカがモノにした。先攻のアリマが１ター

【主な発動スキル】
トウカ (1) バミューダ△候補生リヴィエール 被ライド時
アリマ (2) 髑髏の魔女ネヴァン ＣＢ１
アリマ (2) カースド・ランサー ヒット時
トウカ (2) マーメイドアイドルリヴィエール 被ライド時
トウカ (2) パールシスターズペルル 登場時
アリマ (3) 暗黒魔道士バイヴ・カー 登場時
トウカ (3) スーパーアイドルリヴィエール 被ライド時
トウカ (3) ブレザープレジャーズ 登場時
トウカ (4) トップアイドルリヴィエール
ペルソナブラスト
ＣＢ２
トウカ (4) スーパーアイドルセラム ＣＢ１
トウカ (5) スーパーアイドルセラム ＣＢ１

ン目で安定のライド失敗。一方のトウカ は 順 当ラ イ ド。 盤 面 で 劣 勢の ア リ

【ダメージ】 ☆引醒治はドライブトリガー
トウカ (1) Ｖマーメイドアイドルリヴィエール 0-1
アリマ (2) Ｖカースド・ランサー 1-1
トウカ (2) Ｖスーパーアイドルリヴィエール 1-2
アリマ (3) Ｖブラスター・ダーク☆治 3-1
トウカ (3) Ｒスーパーアイドルリヴィエール 3-2
トウカ (3) Ｖトップアイドルリヴィエール ☆治 2-4
アリマ (4) Ｖ暗黒魔道士バイヴ・カー 3-4
トウカ (4) Ｒスーパーアイドルセラム 3-5
アリマ (5) Ｖファントム・ブラスター・ドラゴン ☆ 5-5
トウカ (5) R スーパーアイドルセラム 5-6

マにダブルトリガーで先行されるも、３ターン目にはダブルトリガーで逆

【ライド】 カッコ内はターン数
■アリマ
フルバウ→秘薬の魔女アリアンロッド (1) →カースド・ラン
サー (2) →暗黒魔道士バイヴ・カー (3) →ファントム・ブラス
ター・ドラゴン (5)
■トウカ
バミューダ△候補生リヴィエール→マーメイドアイドルリ
ヴィエール (1) →スーパーアイドルリヴィエール (2) →トップ
アイドルリヴィエール (3)

転。 順 当 ラ イ ド に よ る ハ ン ド ア ド、 無 駄 の 無 い Ｃ Ｂ、 さ ら に ペ ル ソ ナ ブ ラ

後攻 トウカ バミューダ△

ストで流れを離さず、モタつく相手を振 り 切 った。 ア リ マ は ４ ター ン 目 の

先攻 アリマ シャドウパラディン

ツインドライブでＰＢＤが入るも、時すでに遅し。初陣を飾れなかった。

トップアイドルが流れ離さず

