
アビリティ
■身体能力 ■性格 ■趣味・経験
D66 D6D6 D6D6
下11 パンチ 11 あっけらかん 11 柔道を習っていた
下12 足が速い 12 思慮深い 12 生徒会長の経験がある
下13 目がいい 13 人目を気にする 13 弁護士資格を持っている
下14 身体が柔らかい 14 ミーハー 14 水泳が得意
下15 手先が器用 15 お笑い体質 15 映画好き
下16 記憶力が高い 16 お祭り好き 16 留学経験がある
下22 鼻が利く 21 中二病 21 手品が趣味
下23 高くジャンプできる 22 自虐的 22 吹奏楽部だった
下24 声が大きい 23 脳筋 23 家電屋巡りが好き
下25 大食い早食いが得意 24 oo好き/oo嫌い 24 身内にヒーローがいる
下26 耳がいい 25 シスコン／ブラコン 25 ネコが好き
下33 スライディングが上手い 26 平和主義者 26 歴史物が好き
下34 我慢強い 31 雨男/雨女 31 持病がある
下35 力自慢 32 自信家 32 新聞配達のバイトをしていた
下36 めざとい 33 ウブ 33 ボーイスカウトをしていた
下44 胸筋をピクピクできる 34 oo中毒 34 キャンプが趣味
下45 反復横跳びが得意 35 人に言えない趣味がある 35 臨死体験をしたことある
下46 持久力がある 36 女子力が高い 36 事故に遭ったことがある
下55 いい声 41 熱い 41 ガバスを集めていた
下56 バランスを取るのが上手い 42 ポーカーフェイス 42 ピアノを習っていた
下66 キック 43 oo上戸 43 化学が得意

44 目立ちたがり屋 44 読書が趣味
戦1 咄嗟の反応が早い 45 正義感 45 子役モデルをしたことある
戦2 タフ 46 人当たりがいい 46 植物に詳しい
戦3 動体視力が高い 51 尊大 51 友達が多い
戦4 絶対音感 52 チャラい 52 料理が得意
戦5 野鳥の会顔負けの目の良さ 53 潔癖性 53 絵が上手い
戦6 空間認識能力が高い 54 体が先に動くタイプ 54 作文コンクールで入賞した

55 世話好き 55 カープファン
正1 動じない心 56 裏読みしがち 56 カラオケマニア
正2 屋根に登れる程のジャンプ力 61 逃げ癖がある 61 町内大食い大会優勝者
正3 受身 62 女好き／男好き 62 テーブルゲーム好き
正4 第六感 63 ナルシスト 63 ギャンブル好き
正5 万力のような力 64 あざとい 64 プロレス研究会に所属してた
正6 カールルイスより早い足 65 派手 65 ガキ大将だった

66 さわやかキラキラ 66 剣道を習っていた下：下っ端　戦：戦闘員　正：正社員



アビリティ
■持ち物 ■特殊能力 ■対人
D66 D66 D6D6
下11 ネコ 下11 発火 11 ボス
下12 チョコレート 下12 ５秒間の空中浮遊 12 大家さん
下13 パチンコ 下13 天候予測 13 お隣さん
下14 大切な人からのお守り 下14 無害の爆発 14 馴染みの店のマスター
下15 10フィート棒 下15 速読 15 親戚のおばちゃん
下16 バールのようなモノ 下16 金髪化 16 おまわりさん
下22 タイガーマスク 下22 つむじ風を起こす 21 あこがれの人
下23 メガホン 下23 充電能力 22 恩師
下24 ハナメガネ 下24 雨水濾過能力 23 野良犬
下25 パッチンガム 下25 自分の半径１mが闇になる 24 商店街組合長
下26 ハリセン 下26 素早く着替える 25 同級生
下33 自爆装置（死なない） 下33 赤外線照射 26 上司
下34 自転車 下34 地響きを鳴らす 31 組織の科学者
下35 消化器 下35 超音波発生 32 幼なじみ
下36 勝負下着 下36 パントマイム 33 親
下44 ソーイングセット 下44 5mの垂直ジャンプ 34 兄弟姉妹
下45 マジックハンド 下45 ３連続バク転 35 悪友
下46 民明書房 下46 目が光る 36 友だち以上恋人未満
下55 双眼鏡 下55 死んだふり 41 好敵手（ライバル）
下56 楽器 下56 スモークを出せる 42 アニキィ
下66 正露丸 下66 鷹の目 43 ＰＴＡ会長

44 デュエリスト
戦1 栄養ドリンク 戦1 時を止める(自分も止まる) 45 居候
戦2 デジタルカメラ(小さくはない) 戦2 右手から左手に瞬間移動 46 主治医
戦3 アタッシュケース 戦3 夜目が利く 51 いつもの看板娘
戦4 吸い込み式ヘリウムガス 戦4 壁抜け 52 恩人
戦5 マイ調味料 戦5 読唇術 53 ネット友達
戦6 懐中電灯 戦6 なんとなく動物と意思の疎通が出来る 54 ストーカー

55 夢で見た人
正1 引っ込むナイフ 正1 鍵開け 56 別の悪の組織構成員
正2 PHS(通話のみ) 正2 速読 61 とあるヒーロー
正3 クラッカー 正3 一瞬だけ透明になる 62 野良猫
正4 ヘルメット 正4 毒霧 63 紫の薔薇の人
正5 インスタントカメラ 正5 ロケットパンチ（手が飛んでいく） 64 今朝曲がり角でパンを咥えてぶつかってきたあいつ

正6 ゴム鉄砲 正6 雑踏に紛れる 65 親友
66 赤の他人下：下っ端　戦：戦闘員　正：正社員 下：下っ端　戦：戦闘員　正：正社員


	Sheet1

