ドラゴンクエストⅨRTA　６時間41分20秒　レポート　  文責concerto

2012年8月25日にドラゴンクエストⅨRTAにて、6時間41分20秒でクリアしたため、報告致します。
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＜１．ラップタイム　やっつけたが表示された時間＞

ブルドーガ撃破　30:42　
なぞの黒騎士撃破　52:43
妖女イシュダル撃破　1:06:57～58
病魔パンデルム撃破　1:30:24
魔人ジャダーマ撃破　1:57:48～49
転職後メタルスライム2匹目撃破　2:07:18～19
スライムSHTドラゴン斬りで5匹撃破　2:16:01
転職後メタルスライム4匹目撃破　2:20:32
ぬしさま撃破　2:33:44～45
妖毒虫ズオー撃破　3:09:43
アノン撃破　3:43:08
呪幻師シャルマナ撃破　3:51:35
石の番人撃破　3:56:53
魔教師エルシオン撃破　4:07:18
大怪像ガドンゴ撃破　4:29:36
グレイナル撃破　4:41:11
ナイトリッチ+ゾンビナイト×２撃破　4:44:54
ウイングデビル撃破　4:50:57
キラーアーマー撃破　5:05:05
ゴレオン将軍１撃破　5:08:33～34
ゲルニック将軍１+てっこうまじん×２撃破　5:35:13
ギュメイ将軍１撃破　5:40:46
暗黒皇帝ガナサダイ１撃破　5:47:29～30
暗黒皇帝ガナサダイ２撃破　5:52:09
ゴレオン将軍２撃破　6:10:56
ゲルニック将軍２撃破　6:13:51
ギュメイ将軍２撃破  6:17:13
堕天使エルギオス１撃破　6:19:47
闇竜バルボロス撃破 6:24:27
堕天使エルギオス２撃破　6:28:30
To be continued消滅　6:41:20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜２．基本チャート＞

DS本体の電源をつける（タイム測定開始）
「おとこ」「あ」を選択

初戦闘（ズッキーニャ+スライム×2） A連打

キメラのつばさ回収カット

オムイ
階段の前の天使
オムイ
世界樹
オムイ
いのちのきのみ入手
いのちのきのみ使用（Yキャンセル）
下界への案内天使
形見のゆびわ入手
教会のおばあさん
うまのふん集め
イザヤール
ゆうれい
（すぐ下に移動を忘れずに）世界樹に星のオーラをささげる（真のオープニングへ）
ニードの家
リッカ
ニード

（初戦闘のドロップアイテム売却し、）キメラのつばさ（カーソル↓↓・・・１ページ目の3番目）を2個（場合によっては3個）ふくろへ購入し、残りのＧでやくそう（1ページ１番目↑↑）をできるだけ購入しあへ

入口の人

きんのゆびわ回収カット
ニード

キメラ（ふくろの2番目）でウォルロ（1ページ目の１番目）へ
ニードの家
歩いて外に出る
石碑
リベルト（リッカの父）
リベルト
石像
かわの盾入手
はねの扇入手→戦闘中装備
２１０Ｇ入手し、すぐにかわの盾装備
レベル４へ（残り必要経験値65-7=58　メラゴースト（経験値１２）中心に上げる　わらいぶくろ（経験値１１）もレベル2以上なら検討　わらいぶくろがみならいあくま（経験値２２）を呼ぶことも　ドラキー（経験値１０）も場合によっては検討　モーモン（経験値４）にミスエンカし、モーモン撃破している場合はその経験値も考慮する）

ルイーダ

ブルドーガ戦　HP93　
ＨＰ１０以下で回復（最大被ダメは１０）
（せいすい入手した場合は初ターンに使用）

あの剣スキル２（１番目）、曲芸スキル４（1番下）へ

キメラ（ふくろの2番目）でウォルロ（1ページ１番目）へ
やどやへ
リベルト
リベルト（→押しながらA連打）
トロフィー入手
リッカ
リベルト

歩いて外へ
箱舟

どくがの粉回収はカット

リッカ
外→中
ルイーダ

まほうつかい「い」（女）、まほうつかい「か」（男）、デフォルトのまほうつかいを選択

看板
右の兵士
おうさま
歩いて外へ（もしキメラ3個購入ならサンディ会話後使用し、セントシュタイン（↓・・・1ページ2番目）へ）
まほうつかいレベル４へ（あのみ前列、い　か　デフォルト・・・作戦ガンガンいこうぜ）

（デンデンがえる、かまっちをねらいレベル２になったら次マップへ行き、ポンポコだぬきを狙う　レベル2になればポンポコだぬきにHP18で耐えられると思う）

エラフェタのやどや（16G使用）
＜エラフェタでの買い物＞
やくそう（1ページ目１番目）を4人とも７個になるように購入
せいすい購入はカット
キメラ（1ページ３番目↓↓）を10個ふくろへ購入
まんげつそう（1ページ2番目↑）を約6個購入可能なら「あ」へ購入（G足りない場合は黒騎士撃破後に購入）

キメラでセントシュタイン（1ページ３番目　↑）へ

なぞの黒騎士戦　HP296（作戦めいれいさせろへ　ピオリム2回使用してメラで攻撃　あ回復よりもまほうつかい回復の方が安定する）
あは火吹き芸を使用し、ピオリムはカット
い　か　デフォルトの作戦はバッチリがんばれへ　HP計算し、最終ターンは特攻。また、さみだれづきでAI回復しない場合は防御回復を検討

キメラ（ドロップアイテムなければふくろの1番下）でセントシュタイン（1ページ３番目　↑）へ

やどや（１２Ｇ）

おうさま
フィオーネ
キメラ（ドロップアイテムなければふくろの1番下）でエラフェタ（1ページ2番目　↓）へ
ふくろのまんげつそうをい　か　デフォルト（順番はカーソル移動が最短の順）に渡す

ソナばあさん

せいすい使用はカット（もしメラゴーストドロップがあればここで使用）
きんのブレスレット回収カット

妖女イシュダル戦 HP456
まほうつかいの被ダメ最大乱数は２５
主人公は火吹き芸を使用
ピオリムはカットし、い　か　デフォルトの作戦はバッチリがんばれでMPが17以下になったまほうつかいは作戦をめいれいさせろに変更し、メラで攻撃
また、HPに応じて隊列の変更を

デフォルトの魔法スキル８へ

黒騎士
フィオーネ
リレミト
せいすいはカット
毒の沼地で3キャラHP4以下へ（あはレベル９なら21以下へ）。また、1キャラはHP5でよい
キメラ（ふくろの下から2番目）でセントシュタイン（1ページ３番目　↑）へ
どうのつるぎ購入をカット
ちからのたねは回収
おうさま
宝物庫の宝箱４個（右の青宝箱は回収しない）（青宝箱でおかしなくすりor命の石or240Gが出た場合は金のロザリオ回収をカット　グビアナ銀貨が出た場合は、ロザリオ回収カット＋てつのこて売却カットorまほうのせいすい購入を検討）

ふくろのキメラ（カーソルはキメラのまま）でセントシュタイン（1ページ３番目　↑）
箱舟
ふくろのキメラ（カーソルはキメラのまま）でセントシュタイン（1ページ３番目　↑）
せいすい使用はカット（エンカウントしそうな場合は中断再開）

どうぐせいり
中断（中断の書に記録しましたのコメント表示で電源off on）
HP記録しながらセレクト押して3人にふくろのやくそうを使用（その後の会話の間にBテーブル計算）

やどや（２０Ｇ）
＜ベクセリアでの買い物＞
やくそう（1ページ１番目）を最大数購入しあへ
せいすい（1ページ6番目　↑）をGがある限り購入しふくろへ
きんのロザリオ（もしくはそれ相当のアイテム）を売却し、おもいでのすず（1ページ5番目　↑）をGがある限り購入しふくろへ

村長
エリザ
エリザ
ルーフィン
村長
ルーフィン
ふくろのキメラ（カーソルはやくそう）でべクセリア（1ページ4番目　↑）へ
（もみじこぞうにエンカウントしそうな場合はせいすい使用。できれば道中でのせいすい使用は控えたい。）
ルーフィン
せいすい使用
青宝箱開ける
スキルの種回収
スイッチ１個目押す
スイッチ２個目押す
せいすい使用

ここでメタルスライム1匹撃破（適宜せいすい・リレミト使用）

あにやくそう使用し、い　か　デフォルトについてはＨＰ４０未満の場合はやくそう使用

病魔パンデルム戦　HP696　ピオリム2回使用し、ヒャドコンボを狙う
記録狙いの場合は、3ターン以内で戦闘不能者が出たとしても、撃破を狙うしかない。

あの剣スキルを１３へ

リレミト
ふくろのキメラ（カーソルはやくそう）でべクセリア（1ページ4番目　↑）へ

エリザ
やどやで夜に（２０G）
エリザ
ルーフィンの研究室のとびら
じいさん
バニー
父親
子供
研究室
外
村長からのはねかざりバンド入手をカット
ふくろのキメラ（カーソルはキメラ）でセントシュタイン（1ページ3番目　↓↓）
箱舟
スイッチ
世界樹
箱舟
サンディ

ふくろのせいすい使用（カーソルはキメラ）し、先にツォの浜へ向かう
オリガ
上に移動
＜ツォの浜での買い物＞
武器と防具の店（左の店）でとうこんエキスを売却してから、ゴームのながぐつ3個（3ページ6番目　←↑）購入し、い　か　デフォルトに装備
道具屋（右の店）でてつのこてを売却（もし、売却をカットできた場合は、デフォルト戦士転職後の装備時にてつのこてを装備し、デフォルトの分のぎんのリスト購入はカット）し、まほうのせいすい（2ページ2番目　→↓）を1個（可能であれば、他アイテムを売却して2個）購入しふくろへ、その後、やくそう（1ページ１番目　←）を最大数購入しあへ

ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）へ

大臣いいえ
武闘家
メイド
大臣
おじぎとはくしゅをしぐさ登録

ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）
せいすい使用をカット
おじぎ
ふくろのせいすい（カーソルはせいすい）を使用
３Fはポップさせて進むのを3連続
１２００Ｇ回収
５Fは手前で待つ
まほうのせいすい回収（右上の宝箱）

魔人ジャダーマ戦　HP796　攻撃方法は基本ヒャド（MPにより火吹き芸の可能性はあるが。メラを使用する可能性はほとんどない）
ピオリム使用を1ターン目で1回のみにし、2ターン目でヒャド4連コンボを狙い、3ターン目あたりで、ピオリム2回目を使用（場合によっては、2ターン目でピオリム2回目を使用しなければならない。）
あとかのやくそう使用個数を把握すること。
また、経験値調整のため、あがレベル１２の場合はあをわざと戦闘不能にする場合がある。

戦闘不能者が出た場合は先にツォの浜イベントを進める（また、メタル狩りにて戦闘不能者が出た場合も先にツォの浜イベントを進める。）。（イベントにより蘇生するため。）

ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）へ
スカリオからクエスト「フォースイメージ」を受ける
神父からクエスト「バトルマスターの心得」を受ける
＜ダーマでの買い物＞
てつのつるぎ（1ページ4番目　↓↓↓）を1本購入

ダーマ神官
＜転職＞
あ・・・盗賊（↑）
い・・・武闘家（↓→）
か・・・旅芸人（↑←）
デフォルト・・・旅芸人（↑←）

ルーラでベクセリア（1ページ4番目　↓↓↓）

できれば道中はせいすいの使用を控えたい

メタルスライム1匹（転職後1匹目）
かのみ前列
あがどうのつるぎ、デフォルトがてつのつるぎを装備
＜攻撃方法＞
あ・・・メタル斬り
い・か・デフォルト・・・攻撃
撃破後にデフォルトの剣スキルを１３・いの気合スキルを２２へ

しらべるとふくろのやくそうでBテーブル調整しながら、「あ」「か」にやくそうをそれぞれ3個・8個持たせる。せいすいの使用はできる限り控えたい
適宜おもいでのすずを使用

メタルスライム1匹（転職後2匹目）
これから3匹は魔結界使用した上で撃破しなければならない。
しらべるでBテーブル調整
＜攻撃方法＞
・1ターン目
あ・・・メタル斬り
い・・・ぼうぎょ
か・・・ぼうぎょ
デフォルト・・・魔結界
・2ターン目以降
あ・・・HP3or4の場合はメタル斬り、HP1or2の場合はぼうぎょ
い・・・ぼうぎょorやくそう
か・・・ぼうぎょ
デフォルト・・・メタル斬り

かorデフォルトのリレミト使用
ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）

＜転職＞
あ・・・武闘家（↓→）
い・・・戦士（そのまま）
か・・・戦士（そのまま）
デフォルト・・・盗賊（↑）

「い」の剣スキルを3へ

ルーラでウォルロ（1ページ１番目　そのまま）

SHTドラゴン斬りでスライムを5匹倒す（必ずBテーブルで単体を狙うこと）
しらべるでBテーブル調整
（まほうのせいすいの残数が少ない場合は、夜になった時点で、ツォの浜イベントを進め、途中でまほうのせいすいを2個購入する。）

ルーラでベクセリア（1ページ4番目　↓↓↓）へ
せいすいの使用は控えたい

メタルスライム1匹（転職後3匹目）
デフォルトがどうのつるぎを装備
＜攻撃方法＞
・1ターン目
あ・・・デフォルトをおうえん
い・・・ドラゴン斬り
か・・・ぼうぎょ
デフォルト・・・魔結界
・2ターン目以降
あ・・・デフォルトをおうえん
い・・・ぼうぎょorやくそう
か・・・ぼうぎょ
デフォルト・・・メタル斬り

撃破後あの気合スキルを２８へ

しらべるとふくろのやくそうとまほうのせいすい（デフォルトがMP5未満の場合は使用　転職後3匹目撃破後に使用することを忘れないこと。）使用でBテーブル調整

メタルスライム1匹（転職後4匹目）
しらべるでBテーブル調整
＜攻撃方法＞
転職後3匹目と同じ

ふくろのおもいでのすず使用
ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）へ
スカリオに会話し、クエスト「フォースイメージ」を完了
神父に会話し、クエスト「バトルマスターの心得」を完了

＜転職＞
い・・・バトルマスター（↑）
か・・・魔法戦士（↑→）

いの闘魂スキル22へ
かのフォーススキル48へ

＜転職＞
い・・・戦士（そのまま）
か・・・戦士（そのまま）

ルーラでツォの浜（1ページ6番目　↑）へ
やどやで休む（２０G）
オリガ
村長の家
トト
少し歩いてから、ふくろのせいすい使用
ふしぎなきのみを回収
てつのひざあて回収はカット

ぬしさま戦　HP1256
すでにかのみ前列の状態なので隊列設定はカット
かのみ作戦をいのちをだいじに（↓）に変更
＜１ターン目＞
あ・・・いをおうえん
い・・・ためる
か・・・いのちをだいじに
デフォルト・・・ぼうぎょ

その後、適宜、「あ」「デフォルト」のやくそう及び「デフォルト」のホイミでも回復しながら、「い」をSHTにする。

＜いがSHTになった次のターン＞
かの作戦をめいれいさせろ（↑）に戻す
あ・・・ぼうぎょorっやくそうor必殺技
い・・・すてみ
か・・・ストームフォースを「い」に
デフォルト・・・ぼうぎょorやくそうorホイミ

＜すてみ＋フォース使用の次のターン＞
かの作戦をいのちをだいじに（↓）に変更
あ・・・ぼうぎょorやくそうor必殺技
い・・・とうこん討ち
か・・・いのちをだいじに
デフォルト・・・ぼうぎょorホイミorやくそう

以後HTとうこん討ちを2発（最短ならすてみもフォースも効果がなくならないうちに撃破できる。）


船の下の男

＜ふなつきばの買い物＞
・まほうのせいすいを途中で2個追加購入した場合、また、せいすいの残数が少ない場合
せいすい（1ページ6番目　↑）を22個購入しふくろへ
・まほうのせいすいの追加購入がなく、せいすいの残数が少なくない場合
ふなつきばの買い物をカット

ちからのたね（左の宝箱）を回収

ビタリ山２Fは右から行き、右の綱を少し登ってから降りて左の綱を登る
モンスター待機時にふくろのせいすいを使用
石の町へ
外へ
デフォルトのリレミト（1ページ3番目　↑）使用
ふくろのせいすい（カーソルはせいすい）使用

＜サンマロウの買い物＞
・ふなつきばでせいすいを購入せず、いやしそうの個数を少なくしてでもタイム短縮を狙う場合
どうぐせいりをしてから、せいすい（2ページ目4番目　→↓↓↓）を合計23個になるように購入しふくろへ、その後、いやしそう（1ページ4番目　←↓↓↓）を「あ」に3個・「か」に8個・「デフォルト」に残りGすべてを使用した個数を購入。
・ふなつきばでせいすいを購入した場合、せいすいを購入していなくてもいやしそうの個数に余裕をもたせたい場合
この時点でのサンマロウの買い物をカット


ふねのじいさん
門番
マキナ
ばあさん
からくり職人
マキナゆうれい
お墓
ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）へ

＜転職＞
あ・・・バトルマスター（↑）
い・・・盗賊（↓↓）
か・・・バトルマスター（↑）
デフォルト・・・バトルマスター（↑）

ルーラでサンマロウ（2ページ4番目　→↑）

サンマロウ北の洞くつ１F-Aの最初のイベント後にふくろのせいすい使用
看板
椅子
（梯子の下のモンスターの配置によってはせいすい使用）
ショートカットのとびらを開ける
せいすいを使用し、あがどうのつるぎ・デフォルトがてつのつるぎ・デフォルトがゴームのながぐつ・あがゴームのながぐつ・いがゴームのながぐつ・いがきぬのローブを装備

１７００Gを回収しながらメタルブラザーズを探す

メタルブラザーズ1匹（1匹目）
うの作戦をめいれいさせろ（↑）へ
＜攻撃方法＞
あ・・・メタル斬り
い・・・こうげき
か・・・こうげき
デフォルト・・・メタル斬り
撃破後、あの闘魂スキルを１０・デフォルトの闘魂スキルを４・かの闘魂スキルを４へ

いのリレミト（1ページ３番目　↑）使用

ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）へ
＜転職＞
あ・・・武闘家（↓→）

あの気合スキルを４２へ

＜転職＞
あ・・・魔法戦士（↑→）
い・・・バトルマスター（↑）
か・・・魔法戦士（↑→）
デフォルト・・・戦士（そのまま）

ルーラでサンマロウ（2ページ4番目　→↑）へ

＜サンマロウの買い物＞
・ふなつきばでせいすいを追加購入した場合
どうぐせいりをしてから、いやしそう（1ページ4番目　↓↓↓）をあに3個・かに8個・デフォルトに残りGをすべて使用した個数を購入
・ふなつきばでせいすいを追加購入せず、いやしそうをまだ購入していない場合
どうぐせいりをしてから、せいすい（2ページ目4番目　→↓↓↓）を合計20個になるように購入しふくろへ、その後、いやしそう（1ページ4番目　←↓↓↓）をあに3個・かに8個・デフォルトに残りGをすべて使用した個数を購入
・既にいやしそうを購入した場合
ここでのサンマロウ買い物をカット

ふくろにカーソルをあわせてSELECTを押してから、ふくろのちからのたね2個とふしぎなきのみを「い」へ使用し、ふくろのスキルのたねを「か」へ使用し、ふくろのせいすいを使用。その後、あにてつのつるぎ・デフォルトにどうのつるぎ・あにかわのたて・いにゴームのながぐつ・かにゴームのながぐつ・デフォルトにゴームのながぐつを装備

メタルブラザーズ1匹（2匹目）
＜攻撃方法＞
1匹目と同じ
撃破後、あの盾スキルを１８・デフォルトの勇敢スキルを６２・かのフォーススキルを８５・いの闘魂スキルを６２へ

いやしそう４個（メタルブラザーズ1匹目撃破後にいやしそうを購入した場合のみ。撃破前に購入した場合はやくそうのみで回復）とやくそうで全員のHPを回復し（まほうのせいすいを所持している場合は、かに使用するか否かを検討）、せいすいを使用。


ズオー戦　HP1098　
デフォルトの作戦をいのちをだいじに（↓）
「あ」のてつのつるぎをはずし、「い」がてつのつるぎを装備
隊列をあを前列・かを後列・デフォルトを前列に変更
あ・・・おうえんorルカニor大防御
い・・・ためるorすてみorとうこん討ち
か・・・ストームフォースorルカニor防御orいのちをだいじに
デフォルト・・・いのちをだいじにorかばう
SHT+ストームフォース+すてみ+ルカニ1回以上＋とうこん討ち（可能なら2連）とデフォルトの攻撃で撃破を狙う（基本チャートの通り、剣スキルを７まで上げていない場合は、SHT＋ストームフォース＋すてみ＋ルカニ１回＋とうこん討ちで約１０００ダメージ）


おもいでのすずを使用
ルーラでサンマロウ（2ページ4番目　→↑）
やどやに泊まる（３２G）（ただし、HPが高い場合はこのやどやをカットし、エルシオンの自分ベッドで回復した方が6秒早い）
人形
そのまま徒歩で行く
ふねのじいさん

海エンカウントは全逃げしながら、世界樹の葉を回収

せいすい使用
グビアナをルーラ登録
せいすい（カーソルはせいすい）使用

ラボルチュ
外
外
ルーラでカルバド（2ページ6番目　→↑）へ
カルバドの上の集落の上の家
下の家のナムジン
カルバドの上の橋
ふくろのせいすい（カーソルはせいすい）使用
パル（ナムジンの母）
ルーラでカルバド（2ページ6番目　→↑）へ
せいすい使用はカット（ばくだんいわに注意）

ミスリル鉱石入手（２～４個だが、おそらくズオー撃破3時間9分～18分程のペースで行けば４個ある。）
カズチャ村内でのせいすい使用はカット
へパイドスのひだね回収、はげんのリング回収はカット
スライムのかんむり（左下の宝箱）回収
この後のエンカウントに注意
アバキ草
ふくろのおもいでのすずを使用
ルーラでカルバド（2ページ6番目　→↑）へ
ナムジン
ルーラでカルバド（2ページ6番目　→↑）へ
ふくろのせいすい使用
橋は下を通りぬける
エルシオン学院長
自分の部屋（上から）
モザイオ

ルーラでグビアナ（2ページ5番目　→↑↑）へ
＜グビアナでの買い物＞
ミスリル鉱石を２～４個、スライムのかんむりを売却（3個の場合はレッドタイツをカットし、エルシオンのレッドタイツをかに装備。2個の場合は、レッドタイツをカットし、サンマロウのまほうのほういを回収（魔法の鍵要）。）。
まほうのよろい（2ページ１番目　→）を2個購入し「い」・「デフォルト」に装備し、まほうのほうい（2ページ4番目　↓↓↓）購入し「か」に装備し、レッドタイツ（3ページ5番目　→↑↑）を購入し「か」に装備。

その後右から城内へ向かう

大臣
はくしゅ（↑）してアノン
大臣
まほうの鍵入手
釣りしてる人
とびおりる

B2Fは画面変わり次第すぐに上に移動

まほうの盾回収
ふくろのやくそうで回復し、デフォルトがまほうの盾装備


アノン戦　HP1276
ドラゴン斬り2連ターンに、デフォルトのどうのつるぎをはずしあがどうのつるぎを装備
あ・・・おうえんorドラゴン斬り
い・・・ためるorすてみorドラゴン斬り
か・・・ダークフォースorルカニorぼうぎょ
デフォルト・・・いのちをだいじにのまま
HT＋ダークフォース＋すてみ＋ルカニ＋ドラゴン斬り2連で撃破を狙う
撃破後あのフォーススキルを１０へ

ルーラでべクセリア（1ページ4番目　↓↓↓）へ
宿屋で泊まる（２０G）
やいばのよろい回収

ルーラでカルバド（2ページ6番目　→↑）へ

＜カルバドでの買い物＞
やいばのよろいを売却
ヴァルキリーソード（1ページ2番目　↓）を購入し、「い」に装備

呪幻師シャルマナ戦　HP1562
・1ターン目
あ・・・おうえん
い・・・ためる
か・・・ライトフォースを「い」へ
デフォルト・・・いのちをだいじに（魔結界をしてほしいところ）
（初ターンに「か」が「デフォルト」にストームフォースを使用する場合より、こちらの方が戦闘時間が短くなる傾向にある。）

・1ターン目に魔結界を使用しなかった場合
あ・・・おうえん
い・・・すてみ
か・・・ストームフォースを「デフォルト」へ
デフォルト・・・いのちをだいじに
そしてストームフォースがデフォルトにかかったら行動Xへ

・1ターン目に魔結界を使用した場合→行動Xへ
＜行動X＞
デフォルトの作戦をめいれいさせろ（↑）、かの作戦をいのちをだいじに（↓）へ変更。
あ・・・おうえんor大防御
い・・・すてみorためるorとうこん討ち
か・・・いのちをだいじに
デフォルト・・・「い」をかばう

HT＋ライトフォース＋すてみ＋とうこん討ちを2発で撃破を狙う
（いがマヌーサにかかった場合は、SHT＋ライトフォース＋すてみ＋もろば斬りを狙う）

撃破後、デフォルトの勇敢スキルを７０・いの闘魂スキルを６８へ

ルーラで石の町（2ページ３番目　→↓↓）へ
スライム
外へ

石の番人　HP1054
HT＋ストームフォース＋すてみ＋ルカニ（スクルトを使用してくる可能性があるため積極的に使用）+無心攻撃（無心攻撃を習得していない場合は、HT＋ストームフォース＋すてみ＋ルカニ（積極的に使用）＋とうこん討ちとデフォルトの攻撃にて撃破を狙う）

ラボオ
ルーラでふなつきば
はやてのリングを回収（右の宝箱）
＜ふなつきばでの買い物＞
毛皮のフード（2ページ2番目　→↓）3個購入し、い・か・デフォルトが装備し、銀のリスト（2ページ6番目　↑↑）を3個購入し、い・か・デフォルトが装備

やどやで休む（２４G）

ルーラでエルシオン（3ページ１番目　←）へ
＜エルシオンでの買い物＞
エルシオンブレザーを売却（メタルブラザーズ1匹目撃破前にいやしそう購入した場合は、売却カット）
マジカルスカート（3ページ4番目　←↓↓↓）を1個購入し、「い」に装備

石像
レッドタイツ回収
あがはやてのリング・デフォルトが竜のうろこ・デフォルトがレッドタイツを装備
デフォルトにいやしそうを7個まで補給し、まんげつそうを4人に1個ずつ持たせる（デフォルト・か・い・あの順番で）。
モザイオの前

魔教師エルシオン戦　HP1680
あ・・・おうえんor大防御orルカニ
い・・・ためるorすてみor無心攻撃
か・・・アイスフォース（いへ使用）orルカニor防御orいやしそうorいのちをだいじに
デフォルト・・・いのちをだいじにorSHT無心攻撃後にいをかばう

「SHT＋アイスフォース＋すてみ＋無心攻撃」＋「テンション2段階up＋アイスフォース＋すてみ＋無心攻撃」で撃破を狙う（ルカニが効いた回数に応じてSHT後のテンションupの段階を減らせる。）


ルーラでダーマ（1ページ5番目　↑↑）へ
木
サンディ（選択肢A連打）

やどやで休む
教会で村長
ルーラでナザム（3ページ2番目　←↓）へ
ふくろのせいすい使用
ほしのかけら回収（メタルブラザーズ1匹目撃破前にいやしそう購入した場合は、回収カット）
ティル
外
ルーラでナザム（3ページ2番目　←↓）へ
ヴァルキリーソードをはずす
＜ナザムでの買い物＞
ヴァルキリーソードとほしのかけら（メタルブラザーズ1匹目撃破前にいやしそう購入した場合は、ほしのかけら売却カット）売却し、ドラゴンキラー（1ページ2番目　↓）を購入し「い」が装備
像
教会の石碑
ルーラでナザム（3ページ2番目　←↓）へ
ふくろのせいすい（カーソルはせいすい）使用
ラテーナ
ルーラでナザム（3ページ2番目　←↓）へ
ふくろのせいすい（カーソルはせいすい）使用
ラテーナ
せいすい使用カット
ライトガントレット回収カット
きんかい回収カット


大怪像ガドンゴ戦　HP2000
かの作戦はめいれいさせろ（既にめいれさせろの場合はそのまま）、デフォルトの作戦はいのちをだいいじにに変更
あ・・・おうえんorルカニor大防御
い・・・ためるorすてみor無心攻撃
か・・・ストームフォースorルカニor防御
デフォルト・・・いのちをだいじに

SHT＋ストームフォース＋すてみ＋ルカニ1回以上＋無心攻撃で撃破を狙う
つうこんの可能性を！
無心攻撃のターンにシールドアタックされ、「い」に怒りの対象が向けられた場合は、ぼうぎょorかばうを考慮
（戦闘不能者が出た場合は世界樹の葉を使用）
撃破後にいの剣スキルを７へ


光の矢を入手
ふくろのおもいでのすずを使用
ルーラでナザム（3ページ2番目　←↓）へ
（場合によってはふくろのせいすい使用）
光の矢をうつ
ふくろのせいすい使用

やどやはカット
ドミール村長
兵士

ふくろのせいすい（カーソルはせいすい）使用
ドミール火山３F-Bでモンスターが移動するのを待っている間に、いやしそうをデフォルトに補給し、やくそうで全員回復（足りない分は後で施行）
サタンヘルムを回収
ルーラでドミール火山（3ページ4番目　←↑）へ

グレイナル戦　HP2280
あがてつのつるぎを装備
あ・・・おうえんorドラゴン斬りorぼうぎょor大防御
い・・・ためるorすてみorドラゴン斬り
か・・・ダークフォースorルカニorいやしそうorぼうぎょ
デフォルト・・・いのちをだいじに

「HT+ダークフォース＋すてみ＋ドラゴン斬り2連」＋「テンション1段階up＋ダークフォース＋すてみ＋ドラゴン斬り」で撃破を狙う

撃破後かのフォーススキルを１００・盾スキルを１へ


下へ
ルーラでドミールの里（3ページ３番目　←↓↓）へ
やどやで泊まる（４８G）

ナイトリッチ（HP432）+ゾンビナイト（HP300）×2戦
・1ターン目
あ・・・大防御
い・・・すてみ
か・・・ライトフォースをいへ
デフォルト・・・いのちをだいじに
・2ターン目
あ・・・おうえんをいへ
い・・・とうこん討ちをナイトリッチへ
か・・・ぼうぎょorいやしそう
デフォルト・・・いのちをだいじに

＜ナイトリッチ撃破できなかった場合＞
2ターン目と同様

＜ナイトリッチ撃破後＞
あ・・・ぼうぎょor大防御
い・・・とうこん討ちをゾンビナイトへ
か・・・ぼうぎょorいやしそう
デフォルト・・・いのちをだいじに
とし、ゾンビナイトを2匹撃破する。


おばあさん
酒のあらくれ
やくそうで「あ」を回復or後でセントシュタインでやどやに泊まる
いのドラゴンキラーと毛皮のフードとゴームのながぐつ・かのまほうのほうい・デフォルトのまほうの盾をはずし、あがまほうの盾とドラゴンキラーと毛皮のフードとまほうのほういとゴームのながぐつを装備
ルーラでセントシュタイン（1ページ３番目　↓↓）へ
３人あずける
ルーラでドミール火山（3ページ4番目　←↑）へ
グレイナル

ウイングデビル戦　HP296
とうこん討ち5回で撃破を狙う（場合によってはいやしそうを使用）
イオラ暴走の可能性あり

あが竜戦士装備５個装備（盾はなく兜から装備）
グレイナル
鉄格子
アギロ
右のまわしているところの見張り兵士
結界の前
結界にふれる
お墓の前
入り口の左の兵士
アギロ
処刑台の前
外
ルーラでセント（1ページ３番目　↓↓）へ
仲間３人を戻す
やどやに泊まるorやくそうで回復（キラーアーマー戦に耐えうるHPまででよい）
あが「かわの盾」「竜戦士のかぶと」「竜戦士のよろい」「竜戦士のこて」「竜戦士のズボン」「竜戦士のブーツ」「はやてのリング」、いが「ゴームのながぐつ」「ドラゴンキラー」「毛皮のフード」、かが「まほうのほうい」、デフォルトが「まほうのたて」を装備

ルーラでサンマロウ（2ページ4番目　→↓↓↓）へ
＜サンマロウでの買い物＞
サタンヘルムを売却
きつけそう（2ページ１番目　→）を6個購入し「い」へ
まほうのせいすい（2ページ6番目　↑）を2個購入し「ふくろ」へ
天使のすず（2ページ5番目　↑）を3個購入し、「か」へ
いやしそう（1ページ4番目　→↓↓↓）を最大数購入し「あ」へ

「あのいやしそう」と「いのきつけそう」を交換
「あのいやしそう」と「いのきつけそう」を交換
「かの天使のすず」と「いのきつけそう」を交換
「かのいやしそう」と「いのきつけそう」を交換

ルーラでカデスのろうごく（3ページ5番目　←↑）へ

キラーアーマー戦　HP454
デフォルトの作戦をめいれいさせろ（↑）に変更
・1ターン目
あ・・・おうえん　
い・・・すてみ
か・・・ライトフォースをいへ
デフォルト・・・いをかばう
・2ターン目
あ・・・おうえんorぼうぎょor大防御
い・・・無心攻撃
か・・・ぼうぎょ
デフォルト・・・いをかばう
（ベホマスライムをよんだ場合は先に撃破を狙う。また、盾ガードされた場合は次ターンも2ターン目と同じ）

デフォルトの勇敢スキルを８２へ

結界装置
回復の泉

ゴレオン将軍１戦　HP2470
つうこん注意！
・1ターン目
あ・・・おうえん
い・・・すてみ
か・・・ライトフォース
デフォルト・・・いやしそうをいへ
・2ターン目
隊列をあ・いを前列、か・デフォルトを後列とする
あ・・・大防御
い・・・ぼうぎょ
か・・・ルカニ
デフォルト・・・ロストアタック
・3ターン目
あ・・・おうえん
い・・・無心攻撃
か・・・ルカニorぼうぎょorいやしそうorいのちをだいじに
デフォルト・・・いやしそう
回復は「あ」「い」優先で
・4ターン目
あ・・・おうえん
い・・・ためる
か・・・ルカニorぼうぎょorいやしそうorいのちをだいじに
デフォルト・・・いやしそう
・5ターン目
隊列をあを後列、か・デフォルトを前列にする（いは前列のまま）
あ・・・おうえん
い・・・無心攻撃
か・・・ルカニorぼうぎょorいやしそうorいのちをだいじに
デフォルト・・・いをかばう
にて撃破を狙う


さいごの鍵入手
回復の泉
天使４人解放
アギロ
女神の指輪＋オリハルコン回収
オムイ
箱舟
アギロ
とびら
聖騎士の盾、ごうけつのうでわ回収
とびら
左上の階段から光のところの前へ
女神の果実をささげる
アギロ
再びアギロ→ダーマの神殿（↓）へ
ルーラでドミールの火山（3ページ4番目　←↑↑）へ
せかいじゅのは回収
ルーラでサンマロウ（2ページ4番目　→↓↓↓）へ
船
船の内部へ
下の階段から進みはやぶさの剣（右の宝箱）回収
いがはやぶさの剣＋ごうけつのうでわ・かがせいきしの盾装備
ルーラでカラコタ（2ページ2番目　→↓）へ
＜カラコタでの買い物＞
ドラゴンキラー、女神のゆびわ、いかりのタトゥー、オリハルコンを売却（足りない場合は適宜アイテムを売却）
ケイロンの弓（２２４００G　1ページ３番目　↓↓）を1個購入し、「あ」に装備
ルーラでカデスのろうごく（3ページ5番目　←↑）へ
せいすい使用をカット

ゲルニック将軍１（HP1854）＋てっこうまじん（HP４０２）×2戦
隊列をあを前列、いを後列に変更（結果として、あ・か・デフォルトが前列、いが後列となる。）
てっこうまじん・・・テンション１段階up＋ライトフォース＋すてみ＋とうこん討ち
ゲルニック将軍１・・・HT＋ライトフォース＋すてみ＋無心攻撃
にて撃破を狙う
混乱した場合は混乱したキャラの武器をはずし、天使のすずを使用
撃破後あのフォーススキルを２２・盾スキルを２０へ、そして、いの闘魂スキルを８２へ


ダークシールド回収
回復の泉
（場合によってはせいすいを使用）
いやしそうをデフォルトに補充し、あがダークシールドを装備

ギュメイ将軍１戦　HP2308
SHT＋ストームフォース＋すてみ＋無心攻撃で撃破を狙う

ふくろのまほうのせいすいをいに使用し、いやしそうをデフォルトに補充し、いやしそうで全員全回復

暗黒皇帝ガナサダイ１戦　HP1970
デフォルトがまけんしのレイピアを装備
HT+ストームフォース＋すてみ＋ルカニ1回＋無心攻撃で撃破を狙う
ルカニ入らなければ、テンション1段階up＋ストームフォース＋すてみ＋とうこん討ちを追加
ケイロンの弓は偶数ターンのみ使用

暗黒皇帝ガナサダイ２戦　HP3250
状況に応じてデフォルトにファイアフォースを使用
SHT＋ライトフォース＋すてみ＋ルカニ1回＋無心攻撃で撃破を狙う
撃破後デフォルトの勇敢スキルを９０・盾スキルを１へ、そして、かの盾スキルを１４へ

場合によっては回復の泉で回復

ふくろのせいすいを使用
くさりをはずす
世界樹
アギロ
再びアギロ→神の国（↓↓）を選択

せかいじゅのしずくを回収

ゴレオン将軍２戦　HP1235
・１ターン目
あ・・・いをおうえん
い・・・すてみ
か・・・ライトフォースをいへ
デフォルト・・・いやしそうをいへ
・2ターン目（いとデフォルトがともにHP196以上の場合）
あ・・・いをおうえん
い・・・無心攻撃
か・・・ぼうぎょ
デフォルト・・・あをかばう
・2ターン目（いとデフォルトがともにHP196以上ではない場合）
あ・・・だいぼうぎょ
い・か・デフォルト・・防御
・3ターン目（2ターン目にいとデフォルトがともにHP196以上ではなかった場合）
あ・・・いをおうえん
い・・・無心攻撃
か・・・ぼうぎょ
デフォルト・・・ぼうぎょorかばう

いやしそうで回復

ゲルニック将軍２戦　HP1027
デフォルトの作戦をいのちをだいじに（↓）に変更
そして、2ターン目にデフォルトの作戦をめいれいさせろ（↑）に変更し、いをかばう
混乱した場合は混乱したキャラの武器をはずし、天使のすずを使用
テンション２段階up＋ライトフォース＋すてみ＋無心攻撃で撃破を狙う
撃破後かの盾スキルを１９へ

まほうのせいすいorけんじゃのせいすいでいを回復（場合によってはかも回復）、いやしそうで回復し、いやしそうをデフォルトに補充
絶望と憎悪の魔宮の８F-Bの始めのPOPがひょうがまじん以外ならそのままつっぱしる（ひょうがまじんならせいすい使用）

場合によってはエルフののみぐすりを回収

ギュメイ将軍２戦　HP１６５３
デフォルトの作戦をいのちをだいじに（↓）に変更
HT＋ストームフォース＋すてみ＋無心攻撃で撃破を狙う
できれば最終ターンは
あ・・・大防御
い・・・無心攻撃
か・・・大防御
デフォルト・・・ぼうぎょorいをかばう

いやしそうで全員回復し、かがはやてのリングを装備

堕天使エルギオス１戦　HP2790
デフォルトの作戦がいのちをだいじにでなければ、いのちをだいじにに変更
HT+ライトフォース＋すてみ＋ルカニ1回＋無心攻撃で撃破を狙う

まほうのせいすいorけんじゃのせいすいでいを回復（場合によってはかも回復）（また、場合によってはエルフののみぐすりでかを回復）し、いやしそうで全員回復し、いやしそうをデフォルトに補充

外へ

闇竜バルボロス戦　HP3098
SHT＋ライトフォース＋すてみ＋ドラゴン斬りで撃破を狙う
（すてみはSHTの後で）
回復は毎ターン2人にしたい
撃破後デフォルトの盾スキルを１２へ

まんげつそうをデフォルトに持たせるのはカット
いやしそうで全員回復し、いやしそうをデフォルトに補充し、せかいじゅのしずくをデフォルトが持っていなかったらデフォルトに渡す。せかいじゅのはの所持者があ＞か＞デフォルトの順で所持していなかったら、あ＞か＞デフォルトの順に所持するようにする。

堕天使エルギオス２戦　HP4800
・「SHT＋ライトフォース＋すてみ＋ルカニ1回+無心攻撃」＋「テンション1段階up+ライトフォース+すてみ＋ルカニ1回+無心攻撃」
・「SHT＋ライトフォース＋すてみ＋無心攻撃」＋「HT+ライトフォース+すてみ＋無心攻撃」
等で撃破を狙う

世界樹の葉はあ＞か＞デフォルトの順に所持する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜３．各ボス及び主要通常モンスターデータ・考察＞
※データについては、ドラクエ９　極限攻略データベース、ドラゴンクエスト９　星空の守り人　wiki、ドラゴンクエストⅨ攻略wiki、ドラゴンクエスト９　組長的攻略、ドラゴンクエストⅨ　星空の守り人　公式ガイドブック、エトワールさんのRTAレポートを参考にしております。

○ブルドーガ
けもの系　HP93　MP18　攻撃力30　守備力22　すばやさ11　回避率0%
経験値175　ゴールド100G　お宝(100%入手)：まじゅうの皮
・攻撃方法 1回行動ランダム
通常攻撃　ガレキ落とし
・耐性
100%:炎、氷、雷、風、土、闇、光、Ｍ、休、物攻下、物防下、早下、魔防下
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺
 
レベル３だと先行される確率が高く、会心でもでないと撃破が困難。レベル４であれば、回復ターンに先行されなければ、戦闘不能になることはない。また、会心の一撃が出ると加速要因になる。


○なぞの黒騎士
ゾンビ系　HP296　MP無限　攻撃力53　守備力50　すばやさ45
経験値800　ゴールド200G　お宝(100%入手)：てつのこて
・攻撃方法 1回行動
[通常打撃or稲妻突き]→[ホイミor五月雨突き]→[稲妻突きor五月雨突き]という3つの二択を繰り返します。
・耐性
125%:炎、風、土
100%:闇、光、Ｍ、物防下、魔防下
75%:雷、早下
50%:氷、物攻下
25%:黙
0%:幻、眠、死、乱、休、毒、痺

従来はピオリム２回かけていたのを、バッチリがんばれを利用することで、ピオリムカットに成功。しかし、さみだれづきで分散した場合は、防御回復をしなければならない。魔法使い3人に分散した場合は、戦闘不能者がでる確率が高くなる。
＜魔法使い3人に分散した場合＞
あ：前列でホイミorやくそうをかへ
い：後列でやくそうをデフォルトへ
か：前列防御
デフォルト：前列防御
とすることとしている。


○妖女イシュダル
あくま系　HP456　MP無限　攻撃力56　守備力58　すばやさ54
経験値1600　ゴールド350G　お宝(100%入手)：ハイヒール
・攻撃方法　1回行動ランダム
通常攻撃　ヒャド　魔女のまなざし　タナトスハント　バンパイアエッジ　ぱふぱふ
・耐性
125%:風、土、光
100%:炎、雷、Ｍ、物防下、魔防下
75%:闇、早下
50%:氷、物攻下
25%:黙、休
0%:幻、眠、死、乱、毒、痺

イシュダルも従来はピオリム２回かけていたのを、バッチリがんばれを利用することで、ピオリムカットに成功。バッチリがんばれであれば、満月草を使用してくれる可能性あり。ただ、MP17以下（魔法使いLv6の場合）の場合は、ヒャドを使わなくなってしまうので注意が必要。いづれにせよ、魔女のまなざしがいかに来ないか、来ても麻痺にならないかが、最大のポイントとなる。


○病魔パンデルム
エレメント系　HP696　MP無限　攻撃力68　守備力68　すばやさ50
経験値2295　ゴールド600G　お宝(100%入手)：まりょくの土
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　もうどく攻撃　あまいいき　ルカナン　ボミオス
・耐性
125%:炎、光
100%:氷、雷、Ｍ
75%:風、土、闇　物防下
50%:魔防下、早下
25%:休
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下

ピオリム２回がけは従来通り、とにかく魔法使いに2連攻撃が来ないように願う。3ターン以内に戦闘不能者が出ても、記録狙いの場合は、撃破を狙うしかない。また、あは、4連コンボを狙う場合でなければ、HP全快を保ちたい。HPを計算し、最終ターンは4連ヒャドコンボを狙う。


○魔神ジャダーマ
？？？系　HP796　MP無限　攻撃力80　守備力78　すばやさ56
経験値2904　ゴールド780G　お宝(100%入手)：ようがんのカケラ
・攻撃方法　
奇数ターン
「マホトラorスカラ」→「通常攻撃orいなずま」
偶数ターン
「バギor暴走バギ」
・耐性
200%:Ｍ
125%:土、光
100%:炎、氷、雷　物防下
50%:風、闇、魔防下、早下
25%:幻、黙、休、物攻下
0%:眠、死、乱、毒、痺

従来はピオリムを1ターン目に２回かける戦法であったが、最短で撃破できなかった場合、撃破前に、ピオリムの効果がなくなる可能性があり。そのため、「1ターン目にピオリム1回、2ターン目はヒャド4連コンボを狙い、3ターン目以降にピオリムをもう1回かける」戦法を考案し、撃破前にピオリムの効果がなくなる可能性はほとんどなくなりました。安定をとれば、ほぼ確実に撃破できるボスですが、記録狙いの場合は、戦闘時間も追求しなければならないため、絶対安全圏以下のHPでも積極的にヒャドを使用していきます。


○メタルスライム
スライム系　HP4　MP無限　攻撃力35　守備力256　すばやさ89　回避率8%
経験値4096 ゴールド20G　お宝：上やくそう(1/64)、命のきのみ(1/256)
・攻撃方法　１回行動ランダム
通常攻撃　にげる　メラ
・耐性
100%:炎、氷、風、雷、土、闇、光、M
0%:幻、眠、死、乱、默、休、毒、痺、物攻下、物防下、早下、魔防下

かのメタル斬りをカットすることにより、メタルスライムの撃破率は大きく低下した。そのため、ぬしさま撃破時のタイムが以前より安定しなくなった。また、魔結界クエをこなす時に、魔結界使用キャラ以外が通常攻撃で削ろうとすると、会心の一撃で撃破してしまうことがしばしばあり、そこで考案したのが、「メタルスライムにドラゴン斬り」である。このことにより多少は魔結界クエ成功率が上がったと思う。もちろん、HP3は狙っていきたい。


○ぬしさま
みず系　HP1256　MP32　攻撃力110　守備力90　すばやさ36　回避率0%
経験値4134　ゴールド960G　お宝(100%入手)：緑のコケ　
・攻撃方法　1回行動ランダム
通常攻撃　つなみ　なぎはらい
・耐性
125%:雷
100%:炎、氷、風、土、闇、光、Ｍ
75%:魔防下
50%:物防下、早下
0%:幻、眠、死、乱、黙、休、毒、痺、物攻下
 
とにかく、通常攻撃のみが来るように願う。以前は、ぬしさま先狩りをしていたこともあり、その時は、ピオリム+ヒャドで撃破しなければならないため、集中力と運が要求される戦闘であったが、現在の僕の戦法は、以前より撃破率が高く、そして、早く撃破が可能。欠点としては、ダーマ神殿往復を１回余分にしなければならないところ。


○メタルブラザーズ
スライム系　HP6　MP無限　攻撃力70　守備力256　すばやさ135　回避率4%
経験値12288　ゴールド60G　お宝：スライムゼリー(1/8)、ミスリルこうせき(1/128)
・攻撃方法　１回行動ランダム
にげる　通常攻撃　メラストーム
・耐性
100%:炎、氷、風、雷、土、闇、光、M
0%:幻、眠、死、乱、默、休、毒、痺、物攻下、物防下、早下、魔防下

以前のチャートであれば、メタル斬り4枚あるため、1ターン逃げなければほぼ撃破できるが、現在の僕のチャートでは、メタル斬りが2枚しかないため、1ターン撃破もなかなか難しい。可能な限りHPは５にしたい。


○妖毒虫ズオー
むし系　HP1098　MP36　攻撃力100　守備力154　すばやさ96　回避率2%
経験値5231　ゴールド1500G　お宝(100%入手)：まだらくもいと
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　かまいたち　もうどく弾　クモ糸縛り　あやしいひかり
・耐性
125%:雷、闇、光
100%:土、Ｍ
75%:炎、氷、風、物攻下、魔防下
50%:早下
25%:物攻下
0%:幻、眠、死、乱、黙、休、毒、痺

以前はたまはがねの剣を使用し、HTでの撃破を狙っていたが、現在のズオー到着時のステータス・装備の場合は、HTで攻撃するよりも、SHTで攻撃する方が撃破率が高くなる。よって、いかにして早く、SHT＋ストームフォース＋すてみ＋ルカニ１回以上＋とうこん討ち（可能であれば2連）の形にもっていくかが、勝負のポイントとなる。


○アノン
ドラゴン系　HP1276　MP40　攻撃力200　守備力158　すばやさ85　回避率0%
経験値6200　ゴールド1750G　お宝(100%入手)：竜のうろこ
・攻撃方法　1回行動ランダム
通常攻撃　ツメできりさく　かえんのいき　おたけび
・耐性
150%:闇、光
125%:氷
100%:炎、Ｍ
75%:魔防下
50%:雷、風、土、早下
25%:休、物防下
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下

従来のチャートであれば、撃破率ほぼ１００％のボスであったが、現在の僕のチャートの場合、戦闘不能者が出る可能性が十分にある。さらにドラゴン斬り3連も狙えないため、戦闘時間も考慮すると、ルカニやドラゴン斬り2連がうまくつながってほしいところ。


○呪幻師シャルマナ
あくま系　HP1562　MP無限　攻撃力140　守備力150　すばやさ95　回避率0%
経験値8200　ゴールド2000G　お宝(100%入手)：せいれいせき
・攻撃方法　２回行動ランダム
通常攻撃（MP吸収もあり）　イオラ　マヌーサ　マジックバリア　突風
・耐性
150%:光
125%:炎、氷
100%:闇、Ｍ
75%:雷、風、魔防下
50%:土、物防下、早下
25%:休、物攻下
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺

このボスは意外とはまる可能性があるボスで、突風ループ、MP吸収など、いやな攻撃が結構ある。また、従来の戦法ではもろば斬りor無心攻撃で撃破していたのだが、SHTにしなければならない。そのため、SHTになる前に突風ループにはまり全滅したり、SHTにしても、MPがなくなり、無心攻撃ができなかったり、まほうのせいすいの使用を余儀なくされたり、MP０のもろば斬りにしても、撃破後戦闘不能になる欠点がありました。ではどうしたらいいか？それは、「デフォルトがいをかばえばいい」のである。そうすれば、マヌーサも怖くなく破幻のリングをカットでき、MP吸収・突風も怖くなくなる。ただし、このままだと、イオラ等でデフォルトが戦闘不能になってしまう可能性が出てきます。そこで考案したのが、「デフォルトにストームフォース（もしくは魔結界）」である。これで、デフォルトが戦闘不能になる可能性がかなり減りました。結果として、デフォルトにストームフォースがかかるまでが勝負であり、もし、それまでにマヌーサがいにはいった場合は、SHT＋もろば斬りを狙い、途中でマヌーサの効果がなくなるのを待つ。


○石の番人
ぶっしつ系　HP1054　MP無限　攻撃力120　守備力125　すばやさ66　回避率0%
経験値4134　ゴールド1250G　お宝(100%入手)：あくまのタトゥー
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　ふみつけ　じひびき　スクルト　マジックバリア　ためる
・耐性
125%:風
100%:氷、雷、闇、光、Ｍ、物防下
75%:魔防下
50%:炎、土、早下
0%:幻、眠、死、乱、黙、休、毒、痺、物攻下

撃破率がほぼ１００％の数少ないボス。とにかく戦闘時間の短縮を狙うのみ。


○魔教師エルシオン
かいじん系　HP1680　MP無限　攻撃力160　守備力170　すばやさ125　回避率2%?
経験値10000　ゴールド2550G　お宝(100%入手)：けんじゃのせいすい
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　おうふくビンタ　ヒャダルコ　ドルクマ　ためる
・耐性
100%:炎、氷、雷、風、土、闇、光、Ｍ
75%:魔防下
50%:物防下、早下
25%:黙、物攻下
0%:幻、眠、死、乱、休、毒、痺

現在のチャートではHP上昇スキルを先にもってくるため、以前程脅威的なボスではなくなったが、それでも、強いのには変わりない。弱点フォースがないため、1発撃破が狙いにくい（通常攻撃4連、とうこん討ち3連、もろば斬り2連を狙った時代もあったが。）のも要因である。戦闘不能者が出ればその分撃破後のタイムロスにつながってしまうので、最後の最後まで気を抜けない。


○大怪像ガドンゴ
けもの系　HP2000　MP無限　攻撃力206　守備力214　すばやさ138　盾ガード率8%?
経験値12500　ゴールド3050G　お宝(100%入手）：げんませき
・攻撃方法　1回行動ランダム
通常攻撃　痛恨の一撃　シールドアタック　ハートブレイク　じひびき　やけつくいき
・耐性
150%:風
125%:闇
100%:氷、雷、光、Ｍ
75%:炎、魔防下
50%:土、物防下、早下
25%:休
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下

これほどバラエティに富むボスがいるだろうか？すんなり撃破できることが多いボスではあるが、はまりだすととんでもない強さを発揮する。記録狙いでは、戦闘時間が長引くだけでも致命的なため、シールドアタック及び盾ガードすら本当に怖い。


○グレイナル
ドラゴン系　HP2280　MP50　攻撃力188　守備力214　すばやさ145　回避率2%
経験値15500　ゴールド0G　お宝(100%入手）：竜のうろこ
・攻撃方法　1回行動ランダム
通常攻撃　ツメできりさく　かえんのいき　ひかりのブレス　はげしいいなずま
・耐性
150%:氷、闇
100%:雷、風、土、Ｍ
75%:魔防下
50%:炎、光、物防下、早下
25%:休
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下

ひかりのブレスさえ来なければ、撃破のみは困難ではない。ただ、最短撃破を狙うと話は変わってくる。現在の僕のチャートではアノン戦同様、ドラゴン斬り3連が狙えず、2連すら安定しないのが難点。そういった意味でも、ドラゴンキラー購入は、タイムロス（ただし安定したタイムロス）ではあるが、効果を発揮する。


○ナイトリッチ
ゾンビ系　HP432　MP33　攻撃力156　守備力206　すばやさ130　回避率0%　盾ガード率20%
経験値:2180　ゴールド180G　お宝：ソードブレイカー(1/64)、ダークシールド(1/256)
・攻撃方法　１回攻撃ランダム
通常攻撃　ザオラル　ためる　やいばくだき　こごえるふぶき　痛恨の一撃
・耐性
200%:光
125%:炎
100%:風、雷、土、M、魔防下
75%:物攻下、物防下、早下
50%:氷、闇、幻、默、毒
25%:乱、休
0%:眠、死、痺
○ゾンビナイト
ゾンビ系　HP300　MP16　攻撃148　守備185　すばやさ136　回避率0%?
経験値1380　ゴールド122G　お宝：どくどくヘドロ(1/8)、パルチザン(1/128)
・攻撃方法　１回攻撃ランダム
通常攻撃　さみだれづき　どく攻撃
・耐性
200%:光
150%:炎
100%:風、雷、土、M、魔防下
75%:休、物攻下、物防下、早下
50%:氷、闇、幻、眠、乱
0%:死、默、毒、痺

ナイトリッチ＋ゾンビナイト×２の組み合わせは、意外と強く、こごえるふぶきや、痛恨の一撃は脅威。また、盾ガードをされると、戦闘が長引いてしまう。また、ダークシールドをドロップした場合、聖騎士の盾をカットできると思うが、RTAでドロップしたことはない。


○ウイングデビル
悪魔系　HP296　MP18　攻撃力148　守備力148　すばやさ143　回避率2%
経験値:2280　ゴールド132G　お宝：きんのゆびわ(1/32)、ドクロのゆびわ(1/256)
・攻撃方法　１回行動ランダム.
通常攻撃　マジックバリア　イオラ（暴走の可能性あり）　こごえるふぶき
・耐性
100%:炎、氷、風、雷、土、闇、光、M
75%:物攻下、物防下、早下、魔防下
50%:眠、死、默、毒
25%:乱、休、痺
0%:幻

僕のチャートでは、この戦闘を5ターンにするためだけに、あの闘魂スキルを１０まで上げている。勝ち確定ではないので油断できない。


○キラーアーマー
物質系　HP454　MP32　攻撃力172　守備力220　すばやさ117　回避率0%　盾ガード率19%
経験値1680　ゴールド164G　お宝：まほうのよろい(1/128)、まもりのたね(1/256)
・攻撃方法　１回行動ランダム
通常攻撃　ベホマスライム呼び　やいばくだき　ラリホーマ
・耐性
150%:風、光
100%:雷、土、M
75%:炎、氷、闇、幻、物攻下、物防下、早下、魔下
50%:眠、死、乱、默、休
25%:痺
0%:毒
○ベホマスライム
スライム系　HP165　MP120　攻撃力158　守備力172　すばやさ43　回避率0%
経験値1350　ゴールド167G　お宝：スライムゼリー(1/16)、ばんのうぐすり(1/64)
・攻撃方法　１回行動ランダム
通常攻撃　ベホマ
・耐性 
150%:闇
100%:炎、氷、風、雷、土、M、物攻下、物防下、早下、魔防下
75%:光、幻、毒
50%:眠、死、乱、默、休、痺

ラリホーマは注意。ベホマスライムを呼ぶと戦闘時間が長くなる。


○ゴレオン将軍１
けもの系　HP2470　MP40　攻撃力196　守備力192　すばやさ130　回避率0%
経験値17500　ゴールド3550G　お宝(100%入手)：いかりのタトゥー
・攻撃方法
3n＋1ターン　通常攻撃or鉄球ぶんまわし
3n＋2ターン　ためるor痛恨の一撃
3n＋3ターン　通常攻撃or鉄球ぶんまわし
・耐性
150%:光
125%:氷
100%:雷、風、土、Ｍ
75%:炎、物防下、魔防下
50%:闇、早下
25%:休
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下

はぐれメタルを1匹狩れば、そこまで強くはないが、はぐれメタルをカットした場合は、脅威的な強さを発揮する。過去２回世界記録を3分リードして望んだが、2回ともこのゴレオン将軍１で粉砕されている。そこで考案したのは、「フォース１００をこの段階で間に合わせるための、メタル斬りカット」である。僕は既にメタル斬りを一人カットしているため、二人もカットすることとなる。そのための歪みは大きく、メタル狩りに非常に大きな影響を及ぼしている。しかし、これでも、はぐれ1匹狩りと比較した場合は脅威的であることには変わりない。
まさに「ゴレオン運ゲー」である。


○ゲルニック将軍１
とり系　HP1854　MP無限　攻撃力125　守備力238　すばやさ148　回避率4%
経験値18500　ゴールド4050G　お宝(100%入手)：けんじゃのせいすい
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　メラミ　バギマ　メダパニ　マホカンタ　ぶきみなひかり
・耐性
150%:光
125%:雷、土
100%:炎、氷、Ｍ
75%:魔防下
50%:風、闇、物攻下
25%:幻、休、物防下、早下
0%:眠、死、乱、黙、毒、痺
○てっこうまじん
物質系　HP402　MP10　攻撃力161　守備力256　すばやさ98　回避率0%　盾ガード率10%
経験値2280　ゴールド132G　お宝：てっこうせき(1/16）、サタンヘルム(1/128)
・攻撃方法　1回行動ランダム
通常攻撃　ゲルニックかばう　かぶと割り　スクルト　もろば斬り
・耐性
150%:土、光
100%:氷、闇、M、毒、物防下、魔防下
75%:幻
50%:炎、風、雷、死、默、物攻下、早下
0%:眠、乱、休、痺

ゲルニック将軍１+てっこうまじん×２の組み合わせも、はぐれメタルをカットした場合は、困難を要する。意外と時間がかかってしまう戦闘であり、そのためにも、初ターンにいをおうえんしたいところだが、はぐれカットでは、あはケイロンの弓を使わざるをえないし、力の種を投与しないと、ゲルニック将軍１が一撃確定しないため、2個投与している。また、メダパニは注意が必要で、最終ターンは、いにかばうを使いたいところ。


○ギュメイ将軍１
けもの系　HP2306　MP25　攻撃力220　守備力256　すばやさ162　回避率4%
経験値20000　ゴールド4550G　お宝(100%入手)：まけんしのレイピア
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　かえん斬り　マヒャド斬り　さみだれぎり　まじん斬り　斬り上げ
・耐性
125%:雷、風、闇
100%:土、Ｍ
75%:炎、氷、光
50%:物防下、魔防下
25%:休、早下
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下

DQⅨRTA最大の難関の一つ。おそらく、どんなチャートでもRTAである限りは、運ゲーであることに変わりない。とにかく祈るしかない。また、力の種をいに2個投与しているのは、ゲルニック将軍１と同様に一撃確定させるためである。回避率があるところも難点。


○暗黒皇帝ガナサダイ１
？？？系　HP1970　MP無限　攻撃力168　守備力266　すばやさ145　回避率0%
経験値0　ゴールド0G　お宝：なし
・攻撃方法　1（奇数ターン）、2（偶数ターン）回行動ランダム
通常攻撃　メラゾーマ　しんくう波　念じボール　いてつくはどう
・耐性
125%:風、光
100%:炎、氷、雷、土、Ｍ
75%:物防下、魔防下
50%:闇
25%:黙、休、物攻下、早下
0%:幻、眠、死、乱、毒、痺
 
基本は奇数ターンはケイロンなし、偶数ターンはケイロンありとしております。
また、気になるのは戦闘時間。いてつくはどうが来ないでほしい。HP高く撃破したいところ。


○暗黒皇帝ガナサダイ２
？？？系　HP3250　MP無限　攻撃力220　守備力266　すばやさ155　盾ガード率4%?
経験値26500　ゴールド6000G　お宝(100%入手)：ガナンのおうしゃく
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　痛恨の一撃　メラゾーマ　はげしいほのお　スクルト　マジックバリア　いてつくはどう
・耐性
150% 光
125%:風、炎
100%:雷、Ｍ
75%:氷、土、物防下
50%:闇、早下、魔防下
0%:幻、眠、死、乱、黙、休、毒、痺、物攻下

一癖二癖あるボス。SHT＋ライトフォース＋すてみ＋ルカニ１回以上＋無心攻撃が決まれば、一撃で撃破可能だが、そこまで辿り着くまでに障壁がたくさんある。また、怒り狂った場合は、防御及びかばうで凌がなければならない。僕の以前のチャートでは、フォース１００・ゆうかん９０がありませんでした。そのため、少しでもこのボスの撃破率を上げるために考案したのが、「デフォルトのみにファイアフォース」です。ファイアフォースをかける対象をいろいろ試してみましたが、「デフォルトのみ」が最も撃破率が高いように思います。現在のチャートではフォース１００は間に合います（かがここに辿り着くまでに戦闘不能にならなければ）が（ゆうかん９０に関しては、ここに到達するまでに、他のキャラが戦闘不能になり、デフォルトに経験値が通常より多く入れば間に合う可能性はある。）、状況に応じて使用していきたい。


○ゴレオン将軍２
けもの系　HP1235　MP40　攻撃力206　守備力192　すばやさ136　回避率0%
経験値15500　ゴールド0G　お宝(100%入手)：ヘビーメタル
・攻撃方法
3n＋1ターン　通常攻撃or鉄球ぶんまわし
3n＋2ターン　ためるor痛恨の一撃
3n＋3ターン　通常攻撃or鉄球ぶんまわし
・耐性
150%:光
125%:氷
100%:雷、風、土、Ｍ
75%:炎、物防下、魔防下
50%:闇、早下
25%:休
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下
 
ポイントは2ターン撃破できるか否かである。


○ゲルニック将軍２
とり系　HP1027　MP無限　攻撃力125　守備力238　すばやさ156　回避率4%
経験値16500　ゴールド0G　お宝(100%入手)：うらみのほうじゅ
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　メラゾーマ　バギマ　メダパニ　マホカンタ　ぶきみなひかり
・耐性
150%:光
125%:雷、土
100%:炎、氷、Ｍ
50%:風、闇、物攻下、魔防下
25%:幻、休、物防下、早下
0%:眠、死、乱、黙、毒、痺

メダパニに注意。


○ギュメイ将軍２
けもの系　HP1653　MP25　攻撃力234　守備力256　すばやさ172　回避率4%
経験値18000　ゴールド0G　お宝(100%入手)：はやてのリング
・攻撃方法　2回行動ランダム
通常攻撃　かえん斬り　マヒャド斬り　さみだれぎり　まじん斬り　斬り上げ
・耐性
125%:雷、風、闇
100%:土、光、Ｍ
75%:炎、氷、魔防下
50%:物防下
25%:休、早下
0%:幻、眠、死、乱、黙、毒、痺、物攻下

言うまでもなくDQⅨRTA最大の難関の一つである。とにかく祈るしかない。世界記録が7時間9分34秒の時に回避されて、記録更新を阻まれた経験あり。


○堕天使エルギオス１
？？？系　HP2790　MP無限　攻撃力214　守備力272　すばやさ167　回避率2%?
経験値28500　ゴールド0G　お宝：なし
・攻撃方法　2回行動
Ａローテ
ランダム行動
通常攻撃　上空から突撃　バギクロス　いてつくはどう　Bローテへ  　　　　 
Ｂローテ
(ためるor通常攻撃)→(はげしいいなずまor上空から突撃)→(不敵に笑うorＡローテへ)→最初へ
・耐性
150%:光
125%:炎、雷
100%:土、Ｍ
75%:氷、風
50%:闇、物防下、魔防下
25%:早下
0%:幻、眠、死、乱、黙、休、毒、痺、物攻下　　　　　　　

バギクロス、上空から突撃が脅威。戦闘時間もこだわりたい。


○闇竜バルボロス
ドラゴン系　HP3098　MP無限　攻撃力238　守備力288　すばやさ160　回避率4%?
経験値32500　ゴールド0G　お宝(100%入手)：せかいじゅのは
・攻撃方法　2回行動
Ａローテ　
ランダム行動
通常攻撃　ツメできりさく　ドルモーア　おたけび　Bローテへ 
Ｂローテ　
ランダム行動
通常攻撃　ツメできりさく　やみのはどう　やみのブレス　Ａローテへ
・耐性
150%:光
100%:雷、風、土、Ｍ
75%:炎、氷
50%:闇、物防下、魔防下
25%:早下
0%:幻、眠、死、乱、黙、休、毒、痺、物攻下

とにかくすてみはSHT後で、回復は毎ターン2枚ほしい。やみのはどうが効いた後の打撃で簡単に戦闘不能になりうるので、最後の最後まで気をぬけない。また、ギュメイ同様回避率が厄介で、この回避により、自己べを阻まれた経験あり。


○堕天使エルギオス２
？？？系　HP4800　MP無限　攻撃力248　守備力278　すばやさ157　回避率2%?
経験値40000　ゴールド0G　お宝：なし
・攻撃方法　2回行動
Ａローテ
ランダム行動
通常攻撃　超高速連打　ジゴスパーク　痛恨の一撃　Ｂローテへ　Ｃローテへ　
Bローテ
（不敵に笑う/いてつくはどう）→（やけつくいき/やみのブレス）→（Ｃローテへ/Ｄローテへ）
※「いてつくはどう」が不要でも使用することがある
Cローテ
ランダム行動
上空から突撃　メラゾーマ　こごえるふぶき　あやしいひとみ　Ａローテへ　Ｅローテへ
Dローテ
（ためる/超高速連打）→（通常攻撃/上空から突撃）→（Ａローテへ/Ｂローテへ）
Eローテ
めいそう→不敵に笑う→マダンテ→あやしいひとみ→いのり→Ａローテへ
・耐性
150%:光
125%:炎、雷
100%:Ｍ
75%:土
50%:氷、風、闇、物防下、魔防下
25%:早下
0%:幻、眠、死、乱、黙、休、毒、痺、物攻下
 
このボスに勝てない戦略はRTAチャートとして成り立たないことになり、すべては、このボスに勝てるように逆算することから始まるといっても過言ではない。以前は満月のリングを４個錬金したりと、対策を可能な限りしていたが、現在のチャートでは、とにかく困難な攻撃は来ないように願うしかない。また、戦闘時間も大きくブレるので、その点も運が絡む。しずくを使うタイミングも正解はなく、思い切りのよさも必要。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜４．Bテーブル（通称ホイミテーブル）利用法＞

①中断（少しでもロスがないように、ルディアノ城及びベクセリアへの道中のエンカウント回避も兼ねる）し、電源off onして、再開する。
また、並行して、ルディアノ城周辺の毒の沼地でHPを減らしておく。
②HPが減ったキャラにやくそうを3個使用し、その3回の上昇値により、現在のテーブルそして位置を確定させる。
③次の戦闘前に現在のテーブルの位置を確認し、２つ先の値により、単体か否かが確定し、３つ先の値によりメタルのHPが確定することを踏まえて調整する。

・Bテーブルの乱数位置移動条件
ホイミ・・・１つ進む
やくそう・・・２つ進む
まほうのせいすい・・・２つ進む
いやしそう・・・２つ進む
戦闘中の「しらべる」コマンド・・・１回選択するごとに１つ進む
通常モンスターエンカウント時・・・（地上戦時）戦闘開始時に敵の数+(1グループなら2、2グループなら5、3グループなら7)+(しぐさ挿入時パーティー人数分：しぐさは町から出た後の初戦闘で発動する。)進む
4人で必殺技を選ぶと(超必殺技を使っても使わなくても)4つ進む
戦闘中では、 回復呪文・回復アイテムを使っても進まない

・単体か否かの条件（２つさきの乱数が影響する。）（エトワールさんのレポート参照）
封印のほこらのメタルスライム：％の整数部分が６２以下ならお供無し
ウォルロ村周辺のスライム：％の整数部分が７６以下ならお供無し
サンマロウ北の洞くつのメタルブラザーズ：％の整数部分が７４以下ならお供無し

・メタルのHP確定条件（３つさきの乱数が影響する。）
封印のほこらのメタルスライム：３７％以下（推定）ならHP3（エトワールさんのツイッター参照）
サンマロウ北の洞くつのメタルブラザーズ：３７％以下（推定）ならHP５（独自で調査）

・また、お供が出てしまった場合、３つ先の乱数により、以下のようにお供が決まる。（エトワールさんのレポート参照）
○封印のほこら
０～２２％がまじゅつし
２３～３９％がミイラおとこ
４０～５６％がはにわナイト
５７～５９％がメタルスライム
６０～８２％がさまようたましい
８３～９９％がしにがみ
○サンマロウ北の洞くつ
０～１９％がベホイミスライム
２０～３８％がきとうし
３９～４１％がメタルブラザーズ
４２～５９％がメーダロード
６０～７７％がデッドペッカー
７８～９９％がメタルハンター

・また、どこまでHPを削ればよいか？３キャラのHPを最大HP-４０にすれば確実ではある（あはレベル９+いのちのきのみで21以下、い・か・デフォルトはレベル８で４以下）。しかし、少しでもタイムを短縮したいので、そのために以下の調査をしました。
＜Bテーブル　中断再開をし、やくそう3回使用した場合の回復量の表＞（一つ一つ独自で調査）
30-31-32　30-31-37　30-33-31　30-33-36　30-34-32　30-34-38　30-35-34　30-36-39　
30-37-37　30-38-39　30-39-34　30-40-30　30-40-36　31-30-38　31-30-39　31-31-33　
31-31-35　31-32-35　31-32-37　31-32-39　31-34-30　31-34-36　31-34-38　31-35-32　
31-35-34　31-35-40　31-36-31　31-36-36　31-36-37　31-37-39　31-38-30　31-38-35　
31-39-36　31-40-34　32-30-36　32-31-31　32-31-33　32-31-39　32-32-33　32-32-35　
32-32-37　32-33-30　32-33-34　32-33-39　32-34-32　32-34-36　32-35-33　32-35-38　
32-36-31　32-36-39　32-37-31　32-37-37　32-38-36　32-38-38　32-39-38　32-39-40　
32-40-32　33-30-37　33-31-35　33-31-39　33-32-31　33-32-36　33-32-37　33-33-32　
33-33-38　33-34-34　33-34-38　33-34-40　33-35-31　33-35-36　33-35-39　33-36-37
33-37-30　33-37-33　33-37-35　33-37-39　33-38-34　33-38-36　33-39-30　33-39-32　
33-39-36　33-39-38　33-40-33　34-30-35　34-31-31　34-31-33　34-31-37　34-32-32　
34-32-34　34-32-39　34-33-30　34-33-36　34-34-33　34-34-36　34-34-38　34-35-32　
34-35-37　34-35-39　34-36-33　34-36-35　34-36-39　34-37-31　34-37-36　34-38-32　
34-38-38　34-39-34　34-39-39　34-39-40　34-40-31　35-30-33　35-30-34　35-31-31　
35-31-36　35-31-39　35-32-30　35-32-32　35-32-35　35-33-32　35-33-37　35-34-34　
35-34-39　35-35-30　35-35-35　35-36-32　35-36-33　35-36-37　35-37-34　35-37-38　
35-37-39　35-38-30　35-38-33　35-38-36　35-39-32　35-39-37　35-40-39　36-31-32　
36-31-37　36-32-30　36-32-33　36-32-34　36-32-38　36-33-35　36-33-36　36-33-40　
36-34-31　36-34-32　36-34-37　36-35-33　36-35-39　36-36-30　36-36-31　36-36-35　
36-37-32　36-37-36　36-37-37　36-38-32　36-38-34　36-39-33　36-39-35　36-39-38　
36-39-39　36-40-30　37-30-33　37-31-35　37-31-40　37-32-31　37-32-36　37-33-34　
37-33-38　37-34-30　37-34-33　37-34-35　37-35-34　37-35-37　37-35-39　37-36-32　
37-36-36　37-37-33　37-37-38　37-38-32　37-38-35　37-38-40　37-39-31　37-39-37　
37-40-33　37-40-38　38-30-31　38-30-32　38-31-33　38-31-36　38-31-38　38-32-32　
38-32-37　38-32-39　38-33-35　38-33-39　38-34-31　38-34-33　38-34-36　38-34-38　
38-35-32　38-35-35　38-36-34　38-36-40　38-37-31　38-37-35　38-37-36　38-38-33　
38-38-38　38-39-34　38-39-39　38-40-36　39-31-31　39-31-34　39-31-36　39-32-35?　
39-32-38　39-33-32　39-33-33　39-33-37　39-34-34　39-34-39　39-35-30　39-35-36　
39-36-32　39-36-37　39-36-38　39-37-33　39-37-35　39-37-39　39-38-31　39-38-36　
39-38-39　39-39-30　39-39-32　39-39-35　39-40-35　39-40-38　40-30-40　40-32-33　
40-32-39　40-33-35　40-34-30　40-34-36　40-35-32　40-36-33　40-37-35　40-38-37　
40-39-33　40-39-38
であり、-40 -40 -39で確定しないパターンは34-39-39,34-39-40の2パターンのみ。もし、この２パターンであった場合は同時進行させて、両テーブルで問題ない位置でエンカウントをし、状況に応じて、一つのテーブルに絞っていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜５．実際のプレイ＞

・初戦闘
どくけしそうドロップでロス

・モーモンミスエンカはなし

・キサゴナ遺跡のエンカウント
＜1戦目＞
メラゴースト1匹
2ターン撃破
＜2戦目＞
メラゴースト1匹+ゆうれい1匹
ゆうれいを5ターン目に撃破
メラゴーストを7ターン目に撃破
＜3戦目＞
メラゴースト1匹
2ターン撃破
＜4戦目＞
メラゴースト1匹
2ターン撃破

・ブルドーガ戦　　　　　　　
　　　　　　　　　　　あ　　　　　　　　ブルドーガ
１ターン目　　　通常攻撃　　　　　通常攻撃
２ターン目　　　通常攻撃　　　　　通常攻撃　　
３ターン目　　　通常攻撃　　　　　ガレキ落とし　　　　　　
４ターン目　　　通常攻撃　　　　　通常攻撃　　　　　　　
５ターン目　　　　ホイミ　　　　　　ガレキ落とし
６ターン目　　　通常攻撃　　　　　通常攻撃
７ターン目　　　通常攻撃　　　　　通常攻撃
８ターン目　　　やくそう　　　　　　ガレキ落とし
９ターン目　　　会心の一撃　　　 ガレキ落とし
１０ターン目　　通常攻撃　　　　　通常攻撃　　
１１ターン目　　通常攻撃　　　　　通常攻撃　
１２ターン目　　やくそう　　　　　　通常攻撃
１３ターン目　　通常攻撃　　　　　ガレキ落とし
１４ターン目　　通常攻撃　　　　　ガレキ落とし
１５ターン目　　通常攻撃（撃破）

・基本チャートと異なるが「か」は女とした。
・デフォルトキャラはリリ（女）

・エラフェタまでの道中エンカウント
＜1戦目＞
デンデンがえる2匹
1ターン撃破
＜2戦目＞
かまっち+ねこまどう
かまっちが1ターン目にラリホー
3ターン撃破
＜３戦目＞
かまっちが1ターン目にラリホー使用
2ターン撃破
＜４戦目＞
かまっち+ブラウニー
1ターン撃破

・なぞの黒騎士戦
2ターン目にホイミ、５ターン目にさみだれつき　
計ホイミ1回、さみだれづき1回
5ターン撃破

・ルディアノ城へ向かう途中でマッドオックス3匹にミスエンカし、1逃げ

・妖女イシュダル戦
1ターン目　ヒャド
2ターン目　魔女のまなざし
3ターン目　バンパイアエッジ
4ターン目　ぱふぱふ
5ターン目　ぱふぱふ
6ターン目　魔女のまなざし
7ターン目　通常攻撃　怒り狂う
8ターン目　魔女のまなざし
9ターン目　ぱふぱふ
10ターン目　ヒャド
11ターン目　？
12ターン目　ぱふぱふ
１３ターン目　バンパイアエッジ
１４ターン目　魔女のまなざし　（撃破）

・毒の沼地で、やくそう使用キャラをHP１１（あ）ー１－５に減らした。

・ベクセリアへの道中でもみじこぞうに追いつかれたため、中断→再開

・やくそう使用したところ
HP１１→５０
HP１→３６
HP５→４１
となり、Seed値32744であることが確定

・パンデルム戦前のメタルスライム狩り
＜1戦目＞
メタルスライム1匹
メタルスライム1逃げ
＜2戦目＞
メタルスライム1匹
メタルスライム1逃げ
＜3戦目＞
メタルスライム1匹　HP3
3ターン撃破

・封印のほこらの青宝箱からまほうのせいすいを回収

・病魔パンデルム戦
1ターン目　通常攻撃　通常攻撃
2ターン目　もうどく攻撃　通常攻撃
３ターン目　ボミオス　通常攻撃
4ターン目　あまいいき　通常攻撃
5ターン目　もうどく攻撃　通常攻撃？（回避）
6ターン目　ボミオス　通常攻撃？（回避）
7ターン目　ボミオス　もうどく攻撃
8ターン目　ボミオス　通常攻撃　（撃破）

・魔人ジャダーマ戦
1ターン目　　マホトラ　いなずま（ピオリム1回目）
2ターン目　　バギ　　　　　　　　（ピオリム2回目）
3ターン目　　マホトラ　通常攻撃（回避）
4ターン目　　バギ
5ターン目　　マホトラ　通常攻撃
６ターン目　　バギ
7ターン目　　スカラ　　いなずま
8ターン目　　（撃破）

・転職後メタルスライム狩り（前半）
＜1戦目＞
メタルスライム1匹　HP3
1ターン撃破
＜2戦目＞
メタルスライム1匹
魔結界したキャラが撃破に成功
3ターン撃破

・SHTドラゴン斬りによるスライム狩り
＜1戦目＞
スライム1匹
4ターン撃破
＜2戦目＞
スライム1匹
3ターン撃破
＜3戦目＞
スライム1匹
3ターン撃破
＜4戦目＞
スライム1匹
4ターン撃破
＜5戦目＞
スライム1匹
3ターン撃破

・転職後メタルスライム狩り（後半）
＜1戦目＞
メタルスライム1匹
魔結界したキャラが撃破に成功
2ターン撃破
＜2戦目＞
メタルスライム1匹　HP3
魔結界したキャラが撃破に成功
2ターン撃破

・まほうのせいすい追加購入なし

・ぬしさま戦
1ターン目　通常攻撃（いがテンション2段階up）
2ターン目　つなみ（いがSHTへ）
3ターン目　通常攻撃（いがSHT＋ストームフォース＋すてみへ）
4ターン目　通常攻撃（いのとうこん討ち）
5ターン目　なぎはらい（いがテンション2段階up）
6ターン目　通常攻撃（いがHTになり、とうこん討ち　怒り狂う）
7ターン目　つなみ（いがテンション2段階up）
8ターン目　通常攻撃（いがHTになり、とうこん討ち）（撃破）

・ふなつきば買い物はカット

・サンマロウの買い物はせいすいの数がやや少なめで、いやしそうを多く所持したかったので、イレギュラーですが、メタルブラザーズ1匹撃破前にせいすい購入し、メタルブラザーズ1匹撃破後にいやしそうを購入。

・サンマロウ北の洞くつでの0歩エンカウントはなし

・メタルブラザーズ狩り
＜1戦目＞
メタルブラザーズ1匹
メタルブラザーズ1逃げ
＜2戦目＞
メタルブラザーズ1匹
2ターン撃破
＜3戦目＞
メタルブラザーズ1匹
1ターン撃破

・ズオー前まほうのせいすいをかに使用

・サンマロウ北の洞くつB2F-Aでモンスター3匹に囲まれ中断再開

・妖毒虫ズオー戦
1ターン目　通常攻撃　あやしいひかり　（いがテンション２段階up+ストームフォースへ）　
2ターン目　クモ糸縛り　通常攻撃　（いがHTへ　ルカニ使用したが効いたか忘れました）
3ターン目　通常攻撃　通常攻撃　（いがSHTへ）
4ターン目　かまいたち　クモ糸縛り　（ルカニ使用したが効いたか忘れました　すてみ）
5ターン目　通常攻撃　クモ糸縛り　（とうこん討ち2連（撃破））

・妖毒虫撃破後のサンマロウやどやに泊まるのを忘れ、エルシオンの自分の部屋で回復することになり、結果的に約6秒短縮

・海エンカウントは1戦のみ
＜1戦目＞
うずしおキング2匹
2逃げ成功

・ミスリル鉱石ドロップは４個

・アノン戦
1ターン目　もえさかる火炎　（いがテンション2段階up+ダークフォース）
2ターン目　おたけび　　（いがテンション下げられる　ルカニ使用したが効いたかは忘れました）
3ターン目　通常攻撃？ （いがテンション2段階up ルカニ使用したが効いたかは忘れました）
4ターン目　もえさかる火炎　（いがHT＋すてみ）
5ターン目　もえさかる火炎　（ドラゴン斬り2連（撃破））
（通常攻撃？はツメできりさくであった可能性もあります。）

・呪幻師シャルマナ戦
1ターン目　通常攻撃　イオラ　（いがテンション2段階up+ライトフォース）
2ターン目　突風　通常攻撃　（いがHT+すてみへ　デフォルトへストームフォース）
3ターン目　マジックバリア　通常攻撃（いがとうこん討ち）
4ターン目　イオラ　マヌーサ　（いがテンション2段階up）
5ターン目　突風　通常攻撃　（あとデフォルトが突風で1ターン休みとなり、通常攻撃がいにあたり、いのMPがなくなり、とうこん討ちが討てず）
6ターン目　通常攻撃　通常攻撃（あが2回目の通常攻撃で戦闘不能に　いがHTへ）
7ターン目　通常攻撃　マヌーサ　（いの通常攻撃で撃破）

・石の町へルーラする時にルーラミスして1回違う町へ

・石の番人戦
1ターン目　通常攻撃？（盾ガード）　じひびき　（いがテンション2段階+ストームフォース）
2ターン目　通常攻撃？　マジックバリア　（いがHT+すてみへ　ルカニ使用したが効いたか忘れました）
3ターン目　ためる　通常攻撃？　（ルカニ２回使用したが効いたか忘れました　いの無心攻撃で撃破）
（通常攻撃？はふみつけであった可能性もあります。）

・魔教師エルシオン
1ターン目　通常攻撃　ヒャダルコ　（いがテンション2段階up＋アイスフォース）
2ターン目　ためる　通常攻撃　（いがHTへ　ルカニ使用したが効いたか忘れました）
3ターン目　ヒャダルコ（1回はみとれました）　（いがSHTへ　ルカニ使用したが効いたか忘れました）
2ターン目と3ターン目のルカニのどちらかが1回効いたと思います。
4ターン目　ヒャダルコ　通常攻撃（いがすてみ）
5ターン目　おうふくビンタ　ヒャダルコ（いが無心攻撃）
6ターン目　通常攻撃　ヒャダルコ（いがテンション1段階upし、無心攻撃　ルカニ使用したが効いたか忘れました）
7ターン目　おうふくビンタ　ドルクマ（いがHP１０台となるも辛うじて、いがテンション1段階upし、とうこん討ちで撃破）

・魔獣の洞くつの0歩エンカウントはなし

・大怪像ガドンゴ
1ターン目　痛恨の一撃（かが戦闘不能に　いがテンション2段階up）
2ターン目　通常攻撃？（いがSHTへ）
3ターン目　通常攻撃？（いがすてみ）
4ターン目　ハートブレイク（あがかに世界樹の葉使用）
5ターン目　通常攻撃？　（いにストームフォース　ルカニ効果あり）
6ターン目　シールドアタック　（いの無心攻撃　怒り狂う　ルカニ使用したが効いたか忘れました）
7ターン目　通常攻撃？　（いがテンション1段階up また、いは防御）
8ターン目　痛恨の一撃　（いがテンション2段階up　また、いは防御）
9ターン目　ハートブレイク　（いがHTへ、そして無心攻撃で撃破）
（通常攻撃？はシールドアタックであった可能性もあります。）

・グレイナル
１ターン目　通常攻撃？（いがテンション２段階up＋ダークフォース）
２ターン目　もえさかる火炎　（いがHT＋すてみへ　ルカニ効果なし）
３ターン目　通常攻撃？（ドラゴン斬り２連　デフォルトの会心必中）
４ターン目　通常攻撃？（回避）　（間違えて通常攻撃２連をしてしまいましたが撃破）
（通常攻撃？はツメできりさくであった可能性もあります。）

・ナイトリッチ＋ゾンビナイト×2戦
　　　　　　　　ナイトリッチ　　　　　ゾンビナイト２匹
１ターン目　　こごえるふぶき　　通常攻撃　通常攻撃　　　（いがすてみ＋ライトフォース）
２ターン目　　やいばくだき？   　さみだれづき　通常攻撃　（いがテンション１段階upし、いのとうこん討ちでナイトリッチを撃破）
３ターン目　　　　　　　　　　　　　通常攻撃　通常攻撃　　　（いがとうこん討ちでゾンビナイトを１匹撃破）
４ターン目　　　　　　　　　　　　　毒攻撃　　　　　　　　　　　 （いがとうこん討ちでゾンビナイトを１匹撃破）
（やいばくだき？は通常攻撃であった可能性もあります。）

・ウイングデビル戦
１ターン目　こごえるふぶき　（あがとうこん討ち）
２ターン目　イオラ　　　　　 　（あがとうこん討ち）
３ターン目　こごえるふぶき　（あがいやしそう）
４ターン目　こごえるふぶき　（あがいやしそう）
５ターン目　マジックバリア   （あがとうこん討ち）
６ターン目　こごえるふぶき（回避）　（あがとうこん討ち）
７ターン目　通常攻撃　　　　（あがとうこん討ちで撃破）

・キラーアーマー戦
　　　　　　　キラーアーマー　　ベホマスライム
１ターン目　通常攻撃？　　　　　　　　　　　　　　（いがテンション１段階up＋ライトフォース＋すてみ）
２ターン目　なかま呼び　　　　　　　　　　　　　　 （いがテンション２段階upし、無心攻撃でベホマスライムを撃破）
３ターン目　みとれている？　　　　　　　　　　     （いがテンション１段階upし、無心攻撃でキラーアーマーを撃破）
（通常攻撃？はやいばくだきであった可能性もあります。）

・ゴレオン将軍１戦
１ターン目　通常攻撃　（いがテンション１段階up＋ライトフォース＋すてみ）
２ターン目　痛恨の一撃（あへ）　（かがルカニ使用し効果あり）
３ターン目　鉄球ぶんまわし　（いがテンション２段階upし、無心攻撃）
４ターン目　鉄球ぶんまわし（デフォルトが戦闘不能に）　（いがテンション２段階up）
５ターン目　ためる
６ターン目　通常攻撃（あが盾ガード）　（いがHTとなり、無心攻撃で撃破）

・世界樹の葉再回収するために海エンカウント２回
＜１戦目＞
オーシャンクロー３匹
３逃げ
＜２戦目＞
オーシャンクロー１匹
２逃げ
しかし、世界樹の葉がなかったため、回収できず。しかし、気持ちは前向きにプレイできました。

・カラコタ橋でおいのり

・ゲルニック将軍１＋てっこうまじん×２戦
　　　　　　　　　ゲルニック将軍１　　　　　　　　　　　　てっこうまじんA　てっこうまじんB
１ターン目　メダパニ（効かなかった）　マホカンタ　　　通常攻撃　　　　　通常攻撃　　　　　（いがライトフォース＋すてみへ）
２ターン目　ぶきみなひかり　メラミ　　　　　　　　　　　 みとれる？　　　　Bへスクルト    　　（いがテンション１段階upし、とうこん討ちでてっこうまじんAを撃破）
３ターン目　メラミ　バギマ　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　スクルト（MPなし）　（いがテンション１段階upし、てっこうまじんBにとうこん討ち）
４ターン目　メダパニ（効かなかった）　メラミ　　　　　　　　　　　　　　　 　 通常攻撃　　　　　（いがテンション１段階upし、とうこん討ちにててっこうまじんBを撃破）
５ターン目　ぶきみなひかり　バギマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いがテンション２段階up）
６ターン目　メラミ　マホカンタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いがHTになり、無心攻撃でゲルニック将軍１を撃破）

・ギュメイ将軍１戦
１ターン目　　斬り上げ　マヒャド斬り　　　　　　（いがテンション１段階up＋ストームフォース）
２ターン目　　斬り上げ（回避）　さみだれぎり　（いがHTへ）　　　　　　
３ターン目　　さみだれぎり　通常攻撃　　　　　（いがSHTへ　デフォルトが会心必中）
４ターン目　　かえん斬り　通常攻撃　　　　　　（いがすてみ）
５ターン目　　通常攻撃　斬り上げ　　　　　　　 （いが無心攻撃で撃破）

・暗黒皇帝ガナサダイ１戦
１ターン目　　通常攻撃　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （いがテンション２段階up＋ストームフォース）
２ターン目　　いてつくはどう　念じボール（１回回避）　（いがテンション１段階up＋すてみ）
３ターン目　　通常攻撃　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （いがHT＋ストームフォース　デフォルトが会心必中）
４ターン目　　しんくう波　いてつくはどう　　　　　　　　　（ルカニ使用したが効いたか忘れました　いの無心攻撃）
５ターン目　　しんくう波　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （いがテンション２段階up＋ストームフォース　デフォルトの会心必中）
６ターン目　　メラゾーマ　しんくう波　　　　　　　　　　　 （いがHT＋すてみへ）
７ターン目　　いてつくはどう　　　　　　　　　　　　　　　 （いが無心攻撃）
８ターン目　　通常攻撃　メラゾーマ　　　　　　　　　　　（いがテンション２段階up＋ストームフォース）
９ターン目　　しんくう波　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いがHT＋すてみへ）
１０ターン目　念じボール（１回盾ガード）　通常攻撃　（「あ」のけんじゃのせいすいで「い」のMP回復　いの無心攻撃で撃破）

・暗黒皇帝ガナサダイ２戦
１ターン目　いてつくはどう　メラゾーマ　　
２ターン目　マジックバリア　メラゾーマ　（デフォルトにファイアフォース　いがテンションブースト使用しHTへ）
３ターン目　通常攻撃　激しい炎　　　　 （いにライトフォース）
４ターン目　通常攻撃　激しい炎　
５ターン目　スクルト　激しい炎　　　　　 （いがSHT＋すてみへ）
６ターン目　通常攻撃　メラゾーマ　　　 （ルカニ効果あり　いが無心攻撃　怒り狂う）
７ターン目　マジックバリア　メラゾーマ （いがテンション１段階upし、無心攻撃で撃破）

・暗黒皇帝ガナサダイ２撃破後の回復の泉はカット（今回は、かのMPをここからラスボスまでの道中でアイテムで回復させました。）

・閉ざされた牢獄B５Fでキラークラブに道を塞がれるも、移動させて回避し、最後の下り階段でガメゴンロードに道を塞がれるも回復しながら移動させて回避

・ゴレオン将軍２戦
１ターン目　通常攻撃　（いがテンション１段階up＋ライトフォース＋すてみ　いとデフォルトがともにHP１９６以上でターン終了）
２ターン目　ためる　　　（いがテンション２段階upし、無心攻撃で撃破）

・天使のすずをデフォルトに持たせる。

・ゲルニック将軍２戦
１ターン目　バギマ　メラゾーマ　　（いがテンション１段階up＋ライトフォース＋すてみ）
２ターン目　バギマ　バギマ暴走　（いがテンション２段階upし、無心攻撃で撃破）

・エルフの飲み薬回収

・ギュメイ将軍２戦
１ターン目　かえん斬り　まじん斬り（はずれる）　　　 （いがテンション２段階up＋ストームフォース）
２ターン目　さみだれぎり　まじん斬り（はずれる）　　 （いがHT＋すてみへ）
３ターン目　通常攻撃　さみだれぎり（２回盾ガード）　（いの無心攻撃で撃破）

・堕天使エルギオス１戦
１ターン目　通常攻撃　上空から突撃　(いがテンション２段階up）
２ターン目　通常攻撃２連　　　　　　　　（いがHT＋すてみへ）　
３ターン目　上空から突撃　通常攻撃　（ルカニ効果あり　いにストームフォースした後に、いが無心攻撃で撃破）

・闇竜バルボロス戦
１ターン目　ドルモーア　やみのほのお　　　　　　　　　　　　　　　　　 （いがテンション２段階up）
２ターン目　やみのはどう（あ・い・かが効いてしまう）　通常攻撃？　（いがSHTへ）
３ターン目　通常攻撃？　通常攻撃？　                                      （いがライトフォース＋すてみへ）
４ターン目　通常攻撃？　通常攻撃？　                                      （ドラゴン斬り２連で撃破）
通常攻撃？はツメできりさくであった可能性あり

・堕天使エルギオス２戦
１ターン目　堕天使エルギオス２：通常攻撃　超高速連打　　　　
　　　　　　　あ：おうえん　い：ためる　か：ケイロンの弓　デフォルト：通常攻撃
　　　　　　　（いがテンション２段階up）
２ターン目　堕天使エルギオス２：超高速連打　通常攻撃　　
　　　　　　　あ：おうえん　い：ためる　か：ケイロンの弓　デフォルト：いやしそう
　　　　　　　（いがSHTへ）
３ターン目　堕天使エルギオス２：通常攻撃　通常攻撃　
　　　　　　　あ：ケイロンの弓　い：すてみ　か：ライトフォース　デフォルト：通常攻撃
４ターン目　堕天使エルギオス２：通常攻撃　超高速連打　
　　　　　　　あ：ルカニ（効果あり）　い：無心攻撃　か：ルカニ（効果あり）　デフォルト：通常攻撃
５ターン目　堕天使エルギオス２：こごえるふぶき　メラゾーマ　
　　　　　　　あ：おうえん　い：無心攻撃　か：ケイロンの弓　デフォルト：かばう？
　　　　　　　（いがテンション１段階upし、無心攻撃で撃破）

・To be continued後戦歴を開くと
戦闘勝利回数　48回
獲得称号数　21個
クエストクリア数　2個
すれちがい来客数　0人
討伐モンスターリストコンプ率　12％
おしゃれカタログコンプ率　4％
収集アイテムリストコンプ率　20％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
＜６．感想及びあとがき＞
もともと僕はDQ9RTAをするつもりはありませんでした。それが、いつの間にか、DQ9RTAにのめり込むようになっていました。始めはyabutさんの7時間53分21秒を更新するのを目指していましたが、エトワールさんに、7時間49分23秒、7時間43分02秒、7時間27分21秒、7時間09分34秒と更新されてしまい、あともう少しで、記録更新というところで、ギュメイ２に阻まれ、その夜、さらに6時間52分44秒と更新されてしまいました。その後、さらに6時間46分07秒と更新され、「これは無理でしょう。」と僕は思いましたし、また、各種やり込みをしている様々な方々も同様に「無理」と思ったことでしょう。しかし、その後、改良を重ね、7時間切りが可能とういう段階まで１～２ヶ月で到達するに至りました。そして、「理論上は更新が見えていましたし、ここまで来たならあと少しで更新できるのでは？」と思いました。しかし、その考えは「全くもって甘かったのです。」「6時間46分07秒の本当の困難さ」というのをここで初めて理解することとなりました。つまり、DQ9RTAはシンボルエンカウントであり、基本ボス戦以外は必要最小限しか狩りません。そして、その狩りにおいてタイムがブレるのはメタルくらいです。そのメタルで、ほぼMAXの運を引いているのが、6時間46分07秒なんです。さらに、ゴレオン将軍１以降のボスラッシュも相当早く、むしろ、こちらの方が真骨頂だと思っています。既にチャートの改良でタイムが伸びる時代は終わっており、たとえチャートを改良したとしても（そもそも改良する余地が絞り出しても少ししかない状況の中）、最大限の運を引かなければ、到底更新することはできないことを痛感しました（もちろんほぼノーミスというのは当たり前です。）。

その前人未到、難攻不落の記録をついに更新することができました！！！

思えば、DQ9RTAをはじめて、約２年が経過しました。理論上更新が見えてからも、約１年が経過しました。あまりに長かったです・・・

今回、RTA人生において、最高の運を引き、ぬしさま撃破を２時間３３分４４～４５秒という脅威的なタイムで通過しました。まだ、この先、いくらでも阻まれるポイントがあるのに、なぜか、涙が溢れてきました。

「RTAの神様っているんですね・・・」

まさに、奇跡を体感しながら、プレイしている感覚でした。そして、結果として、6時間41分20秒という記録に至りました・・・

今回のこの記録は、すべてみなさんのおかげだと思います。この場を借りて御礼申し上げます。
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コルドバさん・・・フォース戦法等参考にさせていただきました。
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たまっちさん・・・ツォの浜先ルーラ登録、レベル３ブルドーガの再確認等参考にさせていただきました。
steelさん・・・メタスラ２－２、D戦士、ガナサダイでのストームフォース、ガナサダイ２での炎の盾使用（ファイアフォースDのみ使用への手がかり）等参考にさせていただきました。
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