
No レア 名 白 火 炎 戦 スキル A B C S1 S2 XXからのS1

S2 A B C S1

1022天 毛利元就(2) - - - ● 防：謀将掌握 (弓砲) 攻：鬼謀 国砕 (器:破) 攻：独眼竜 (馬砲器 :破) 攻：謀神 (弓器:破) 攻：破軍星 #VALUE! 防：天衣無縫陣 (全) 防：天衣無縫陣 (全) 攻：鬼謀 国砕 (器:破) 攻：独眼竜 (馬砲器 :破) 攻：騎神 (全:速) 攻：破軍星 #VALUE!

1025天 浅井長政(2) - - - ● 攻：浅井一文字 (弓馬器 :破) 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：攻城の妙技 #N/A 攻：猿夜叉 (馬砲:破) 防：天衣無縫陣 (全) 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：攻城の妙技 #N/A 防：天衣無縫陣 (全) 防：天衣無縫陣 (全)

1027天 長宗我部元親(2) - - - ● 攻：姫鬼戦舞 (槍砲:破) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 攻：姫鬼無双 (槍:破) 防：天衣無縫陣 (全) 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 攻：破軍星 #VALUE!防：天衣無縫陣 (全)

1047天 佐竹義重 - - - ● 攻：銃槍竜騎兵 (槍砲) 攻：三楽犬 (全:速) 攻：剣聖 (全) 攻：銃槍竜騎兵 (槍砲) 攻：天焉神軍 #N/A 攻：破軍星 #VALUE! 攻：破軍星 #VALUE! 攻：五山無双 (槍弓馬 :破) 攻：剣聖 (全) 攻：天焉神軍 #N/A #N/A #N/A

1049天 北条氏康(3) - - - ● 防：獅子王ノ塞 (槍弓馬 ) 攻：蚩尤鎌鼬 (全:速) 防：獅子の陣 (槍弓馬 ) 防：獅子王ノ塞 (槍弓馬 ) 防：天衣無縫陣 (全) 防：武神八幡陣 (全) 0 #N/A 防：捨て奸 (弓砲器 ) 攻：騎神 (全:速) 防：天衣無縫陣 (全) 防：天衣無縫陣 (全)

1802童 犬千代 - - - ● 防：傾奇爛漫 (槍) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 防：馬陣の極み (馬) 防：柳生新陰流 (全) 防：柳生新陰流 (全) 防：柳生新陰流 (全) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：剣豪将軍 (全) 攻：天賦の神算 (全:破) 防：柳生新陰流 (全)

1810童 茶々 - - - ● 特：戦の華 (全:速) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1811童 勝千代? - - - ● 防：虎魂? #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2007極 柳生石舟斎 - ● ● ● 防：柳生新陰流 (全) 防：槍陣の極み (槍) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：弓撃 夜叉 #N/A 防：柳生新陰流 (全) 攻：剣聖 (全) 攻：剣聖 (全) 防：柳生新陰流 (全) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：天賦の神算 (全:破) 防：柳生新陰流 (全)

2038極 井伊直虎 - ● ● ● 攻：戦華白虎 (槍弓馬 ) 攻：車懸り (全) 防：馬陣の極み (馬) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 攻：神将 (槍弓馬 ) 攻：神将 (槍弓馬 ) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 攻：天賦の神算 (全:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 )

2040極 柳生宗矩 - - ● ● 攻：新陰流逆風 (全) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 防：槍陣の極み (槍) 攻：城崩 奈落 (器:破) 攻：剣豪将軍 (全) 攻：剣聖 (全) 攻：剣聖 (全) 攻：剣豪将軍 (全) 防：柳生新陰流 (全) 攻：鬼謀 国砕 (器:破) 攻：剣豪将軍 (全)

2049極 妙玖 - - ● ● 防：三矢の礎 (弓) 防：組撃ち (弓砲) 攻：弓撃 夜叉 #N/A 防：弓陣の極み (弓) 防：戦陣 千鳥 (弓馬) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 防：八咫烏 (砲器) 攻：天賦の神算 (全:破) 防：戦陣 千鳥 (弓馬) 防：戦陣 千鳥 (弓馬)

2077極 吉川元春 - ● - - 攻：鳳凰炎舞 (槍弓馬砲 ) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 攻：車懸り (全) 攻：弓撃 夜叉 #N/A 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：大ふへん者 (全) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 攻：天賦の神算 (全:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 )

2081極 太田資正 - ● ● ● 攻：三楽犬 (全:速) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：車懸り (全) 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：五山無双 (槍弓馬 :破) 攻：槍陣 弧月 (槍砲:破) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：大ふへん者 (全) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：槍撃 修羅 (槍:破)

2083極 霧隠才蔵 - - ● ● 攻：雲散霧消 (全:速) 攻：電光石火 (全:速) 攻：疾風迅雷 (全:速) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 防：八咫烏 (砲器) 攻：神速 (全:速) 攻：神速 (全:速) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 防：八咫烏 (砲器)

2085極 宇喜多秀家 - - ● ● 攻：貴煌豊国 (槍馬砲 ) 攻：都忘れ (弓馬) 防：組撃ち (弓砲) 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：旋風轟撃 (馬砲) 攻：太閤の威光 (全:破) 防：天衣無縫陣 (全) 攻：鬼刺 (槍馬) 防：八咫烏 (砲器) 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：乗り崩し (槍馬:破)

2088極 松平忠輝 - ● ● ● 防：鬼笛乃可勢 (槍砲) 防：矢雨備え (弓器) 防：三河堅陣 (全) 攻：武辺者見参 (全) 攻：三河魂 (槍弓砲 :破) 防：覇王 葵巴 (全) 攻：破軍星 #VALUE! 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：城崩し (器:破) 攻：車懸り (全) 防：天衣無縫陣 (全)

2091極 松永久秀 - ● ● ● 攻：爆雷平蜘蛛 (全) 攻：謀殺 (全) 防：組撃ち (弓砲) 攻：電光石火 (全:速) 攻：爆雷平蜘蛛 (全) 攻：神速 (全:速) 攻：神速 (全:速) 防：鉄壁の備え (全) 防：八咫烏 (砲器) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 攻：爆雷平蜘蛛 (全)

2093極 山本勘助 - - ● ● 攻：破軍建返し (馬) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 防：馬陣の極み (馬) 攻：馬砲連撃 (馬砲) 防：戦陣 千鳥 (弓馬) 攻：手負い獅子 (槍弓馬 :破) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 攻：天賦の神算 (全:破) 防：馬陣の極み (馬) 防：戦陣 千鳥 (弓馬)

2095極 花舜夫人 - - ● ● 防：花舜妙香 (槍弓砲 ) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 攻：鉄砲隊剛撃 (砲) 防：砲陣の極み (砲) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 防：釣り野伏 真 (砲) 攻：破軍星 #VALUE! 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：釣り野伏 鬼 (砲)

2099極 後藤又兵衛 - ● ● ● 攻：摩利支天 (全) 攻：鬼刺 (槍馬) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：君臣豊楽 (弓砲器 ) 攻：天元の用兵 (全) 攻：破軍星 #VALUE! 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：鉄壁の備え (全) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：捨て奸 (弓砲器 )

2102極 宇喜多直家 - ● ● ● 攻：詭謀の宴 (砲器) 攻：城崩 奈落 (器:破) 防：砲陣の極み (砲) 攻：貴煌豊国 (槍馬砲 ) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 攻：魔王三段撃 (砲:破) 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 攻：鬼謀 国砕 (器:破) 防：八咫烏 (砲器) 攻：旋風轟撃 (馬砲) 防：捨て奸 (弓砲器 )

2105極 太原雪斎 - - ● ● 防：英傑の師 (弓砲) 防：矢雨備え (弓器) 防：八咫烏 (砲器) 防：八龍堅陣 (全) 攻：青海の騎将 (弓馬砲 ) 攻：覇道弓赤鳥 (弓砲) 攻：破軍星 #VALUE! 攻：三段撃 神速 (砲:破) 防：八咫烏 (砲器) 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：神算鬼謀 (槍器:破)

2106極 羽柴秀長 - ● ● ● 攻：日輪の進軍 (全:速) 攻：車懸り (全) 防：砲陣の極み (砲) 攻：砲撃 羅刹 (砲:破) 攻：疾風怒濤 (全:速) 攻：殺生関白 (槍弓:破) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 防：八咫烏 (砲器) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 攻：疾風怒濤 (全:速)

2108極 長宗我部盛親 - - ● ● 攻：大願幽夢 (槍砲) 攻：虎牙猛撃 (槍弓馬砲 ) 防：弓馬構え (弓馬) 攻：一領具足 (槍弓砲 :速) 防：槍陣の極み (槍) 攻：姫鬼戦舞 (槍砲:破) 防：天衣無縫陣 (全) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：姫鬼戦舞 (槍砲:破) 防：柳生新陰流 (全)

2110極 島津家久 - - ● ● 攻：薩摩の軍神 (砲) 攻：鉄砲隊剛撃 (砲) 防：薩摩軍法 (砲器) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 防：釣り野伏 真 (砲) 攻：繰抜十字紋 (砲:破) 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 攻：繰抜十字紋 (砲:破) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 攻：破軍星 #VALUE!

2112極 井伊直政 - - ● ● 攻：赤備 鬼神 (馬) 攻：赤備 烈火 (槍馬:破) 防：三河堅陣 (全) 攻：紅蓮赤備 (槍弓馬 ) 防：八龍堅陣 (全) 攻：風林火山 (槍弓馬 :破) 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 攻：神算鬼謀 (槍器:破) 攻：城崩し (器:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：疾風怒濤 (全:速)

2115極 里見義実 - - ● ● 防：因果応報 #N/A 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 防：組撃ち (弓砲) 防：外法鳶陰 #N/A 防：因果応報 #N/A 攻：太虚国崩し (砲器:破) 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE! 防：鉄壁の備え (全) 防：八咫烏 (砲器) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 防：因果応報 #N/A

2117極 真田幸隆 - - ● ● 攻：攻め弾正 (槍弓馬 :破) 攻：手負い獅子 (槍弓馬 :破) 攻：甲虎襲踏 (槍弓馬 ) 攻：古典厩 (全) 攻：風林火山 (槍弓馬 :破) 攻：風林火山 颯 (全:速) 攻：騎神 (全:速) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 攻：車懸り (全) 攻：車懸り (全) 攻：神算鬼謀 滅 #VALUE!

2119極 本願寺顕如 - - ● ● 攻：一向一揆 (全:速) 攻：刹那の猛勇 (全) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：一向一揆 (全:速) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：神算鬼謀 (槍器:破) 攻：神算鬼謀 (槍器:破) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 )

2123極 黄梅院 - - ● ● 防：盟約の寵姫 (全) 防：槍陣の極み (槍) 防：砲陣の極み (砲) 防：総構え (全) 防：冥界の花嫁 (全) 防：獅子の陣 (槍弓馬 ) 攻：騎神 (全:速) 防：柳生新陰流 (全) 防：八咫烏 (砲器) 防：獅子の陣 (槍弓馬 ) 攻：魔王三段撃 (砲:破)

2125極 足利義昭 - - ● ● 攻：反逆の奏 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓妖陣 (槍弓砲 ) 攻：反逆の奏 (弓) 防： 三矢の礎 #N/A 攻：天魔封縛陣 (全) 攻：破軍星 #VALUE! 防：弓隊守護 (弓) 防：背水之陣 (槍弓馬 ) 防： 三矢の礎 #N/A #N/A #N/A

2129極 真田信之 - - ● ● 防：信濃の獅子 (槍馬) 攻：武運長久 (槍砲:破) 防：千樹挟撃陣 (槍馬) 防：背水之陣 (槍弓馬 ) 防：真田丸 雁金 (槍馬砲 ) 防：戦陣 真田丸 (槍馬砲 ) 防：日本一の兵 (槍馬砲 ) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：火竜の術 (弓器:破) 防：背水之陣 (槍弓馬 ) 攻：武運長久 (槍砲:破)

2130極 佐竹義宣 - - ● ● 防：黒骨扇月丸 (砲) 攻：槍隊剛撃 (槍) 防：鉄甲陣 (槍弓) 防：弓妖陣 (槍弓砲 ) 防：早合組撃ち (弓砲) 防：燕返し (槍弓砲 ) 防：柳生新陰流 (全) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：背水之陣 (槍弓馬 ) 防：背水之陣 (槍弓馬 )

2137極 南部晴政 - - ● ● 攻：盈月行軍 (全:速) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：電光石火 (全:速) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速)攻：盈月行軍 (:速) 攻：神速 (全:速) 攻：神速 (全:速) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 攻：大ふへん者 (全) 攻：盈月行軍 (:速)

2727極 円融院 - - ● ● 部隊長：妖艶遊戯 () 防：才知徳行 (全) 防：胡蝶夢幻陣 (馬砲) 防：冥界の花嫁 (全) 両：花魁心操術 (全) 0 #N/A #N/A #N/A 防：才知徳行 (全) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 攻：魔王三段撃 (砲:破) 攻：雲散霧消 (全:速)

2728極 蘆名止々斎 - - ● ● 防：黒獅子の謀 #N/A 防：馬砲方陣 (馬砲) 防：組撃ち (弓砲) 防：謀計奇策 (砲器) 防：廟算合従陣 (弓馬砲 ) 0 #N/A #N/A #N/A 攻：騎突 金剛 (馬:破) 防：八咫烏 (砲器) 防：八咫烏 (砲器) 攻：騎神 (全:速)

3049特 伊達成実 - ● ● ● 攻：旋風轟撃 (馬砲) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 防：騎馬隊円陣 (馬) 攻：弓隊剛撃 (弓) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 攻：鬼刺 (槍馬)

3064特 甲斐姫 - ● ● ● 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 攻：城崩し (器:破) 攻：三段撃ち (弓砲:破) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：砲撃 羅刹 (砲:破) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：謀殺 (全) 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 攻：三段撃 烈火 (槍砲)

3100特 猿飛佐助 - - ● - 攻：颯空術 (馬砲:速) 攻：電光石火 (全:速) 攻：謀殺 (全) 防：騎馬隊円陣 (馬) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：疾風迅雷 (全:速) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 防：鉄壁の備え (全) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速)

3131特 北条高広 ● - - - 攻：槍隊剛撃 (槍) 攻：槍隊剛撃 (槍) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 攻：剣豪将軍 (全) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：乗り崩し (槍馬:破)

3134特 藤林長門守 - - - ● 攻：上忍遁甲 (弓砲:破) 攻：鉄砲隊剛撃 (砲) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 攻：謀殺 (全) 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 攻：砲撃 羅刹 (砲:破) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 防：鉄壁の備え (全) 攻：三段撃 神速 (砲:破)

3139特 北条氏邦 - - ● ● 攻：三鱗竜騎兵 (馬砲) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 攻：馬砲連撃 (馬砲) 防：鉄壁の備え (全) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：車懸り (全) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：馬陣の極み (馬) 攻：城崩し (器:破) 攻：大ふへん者 (全)

3141特 水原親憲 - ● ● ● 攻：風流雷火 (槍馬砲 ) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：槍衾 (槍器) 攻：電光石火 (全:速) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：大ふへん者 (全) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：鬼刺 (槍馬) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 攻：大ふへん者 (全)

3142特 毛利隆元 ● - - - 攻：弓撃慈雨 (弓砲) 攻：弓砲連撃 (弓砲) 防：土壁の術 (弓器) 攻：槍弓連撃 (槍弓) 防：砲陣の極み (砲) 攻：砲撃 羅刹 (砲:破) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 防：砲陣の極み (砲) 防：矢雨備え (弓器) 防：弓陣の極み (弓) 防：八咫烏 (砲器)

3144特 赤池長任 - ● ● ● 防：火牛の計 (槍) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：槍隊剛撃 (槍) 防：騎馬隊円陣 (馬) 攻：槍馬連撃 (槍馬) 防：槍陣の極み (槍) 防：柳生新陰流 (全) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 防：槍陣の極み (槍)

3145特 平塚為広 ● ● ● ● 攻：義将薙刀 (槍:破) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：槍馬連撃 (槍馬) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 攻：刹那の猛勇 (全) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：槍陣の極み (槍) 攻：剣豪将軍 (全)

3148特 鈴木元信 - ● ● ● 防：独眼竜式目 (弓砲) 防：釣瓶撃ち (砲器) 攻：弓隊剛撃 (弓) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 防：弓陣の極み (弓) 防：戦陣 千鳥 (弓馬) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 防：鉄壁の備え (全)

3150特 志村光安 ● ● ● ● 攻：弓隊剛撃 (弓) 攻：弓隊剛撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 攻：槍隊剛撃 (槍) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 攻：弓撃 夜叉 #N/A 攻：天賦の神算 (全:破) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：足軽軍法 (槍器)

3151特 清水宗治 ● - - - 防：清鏡宗心 (槍砲) 防：槍衾 (槍器) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：砲陣の極み (砲) 攻：三矢の神技 (弓) 攻：天賦の神算 (全:破) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：大ふへん者 (全) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：八咫烏 (砲器)

3152特 猿渡信光 ● - - - 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 防：槍陣の極み (槍) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：槍陣の極み (槍) 防：弓陣の極み (弓) 防：砲陣の極み (砲) 防：柳生新陰流 (全)

3153特 大久保忠隣 ● ● ● ● 防：弓砲方陣 (弓砲) 防：弓砲方陣 (弓砲) 防：槍砲方陣 (槍砲) 防：馬砲方陣 (馬砲) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 防：組撃ち (弓砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：三段撃 烈火 (槍砲)

3155特 稲富一夢 ● ● ● ● 防：槍砲方陣 (槍砲) 防：槍砲方陣 (槍砲) 防：馬砲方陣 (馬砲) 防：弓砲方陣 (弓砲) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 防：組撃ち (弓砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：剣豪将軍 (全)

3157特 花房職秀 ● - - - 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 防：砲陣の極み (砲) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：砲陣の極み (砲) 防：槍陣の極み (槍) 防：弓陣の極み (弓) 防：八咫烏 (砲器)

3159特 奥平信昌 - ● ● ● 防：槍砲方陣 (槍砲) 防：槍砲方陣 (槍砲) 防：馬砲方陣 (馬砲) 防：弓砲方陣 (弓砲) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 防：組撃ち (弓砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：剣豪将軍 (全)

3161特 栄姫 - - ● ● 防：藤巴葵陣 (槍弓馬 ) 防：鉄壁の備え (全) 攻：三段撃ち (弓砲:破) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：八咫烏 (砲器) 防：八咫烏 (砲器) 攻：城崩し (器:破) 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 防：鉄壁の備え (全) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 )

3162特 千姫(2) ● - ● ● 防：泰平の焦れ (全) 防：矢雨備え (弓器) 防：三河堅陣 (全) 防：鉄壁の備え (全) 攻：桜花乱舞 (全:速) 防：君臣豊楽 (弓砲器 ) 防：捨て奸 (弓砲器 ) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：城崩し (器:破) 攻：城崩し (器:破) 攻：啄木鳥 (弓馬:破)

3165特 井上之房 - ● ● ● 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 防：槍陣の極み (槍) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：槍陣の極み (槍) 防：弓陣の極み (弓) 防：砲陣の極み (砲) 防：柳生新陰流 (全)

3167特 鮭延秀綱 - ● ● ● 防：弓砲方陣 (弓砲) 防：弓砲方陣 (弓砲) 防：槍砲方陣 (槍砲) 防：馬砲方陣 (馬砲) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 防：組撃ち (弓砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：三段撃 烈火 (槍砲)

3171特 島津歳久 - ● ● ● 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 防：砲陣の極み (砲) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：砲陣の極み (砲) 防：槍陣の極み (槍) 防：弓陣の極み (弓) 防：八咫烏 (砲器)

3174特 角隈石宗 - ● ● ● 防：馬砲方陣 (馬砲) 防：馬砲方陣 (馬砲) 防：槍砲方陣 (槍砲) 防：弓砲方陣 (弓砲) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 防：組撃ち (弓砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 )

3176特 石田三成 - ● ● ● 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 防：弓陣の極み (弓) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：弓陣の極み (弓) 防：槍陣の極み (槍) 防：砲陣の極み (砲) 防：戦陣 千鳥 (弓馬)

3178特 片倉重長 - ● ● ● 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 防：砲陣の極み (砲) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：砲陣の極み (砲) 防：槍陣の極み (槍) 防：弓陣の極み (弓) 防：八咫烏 (砲器)

3181特 鍋島勝茂 ● ● ● ● 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 攻：槍弓鱗撃 (槍弓) 攻：槍馬鱗撃 (槍馬) 攻：弓砲鱗撃 (弓砲) 防：弓陣の極み (弓) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：弓陣の極み (弓) 防：槍陣の極み (槍) 防：砲陣の極み (砲) 防：戦陣 千鳥 (弓馬)

3184特 小野鎮幸 - ● ● ● 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 防：馬陣の極み (馬) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：神将 (槍弓馬 ) 攻：神将 (槍弓馬 ) 攻：剣豪将軍 (全) 攻：天賦の神算 (全:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 )

3185特 鳥居元忠 - ● ● ● 防：鳥瞰鉄壁 (全) 防：鉄壁の備え (全) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：三河堅陣 (全) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 防：砲陣の極み (砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：城崩し (器:破) 攻：鬼刺 (槍馬) 攻：城崩し (器:破) 攻：剣豪将軍 (全)

3190特 犬山道節 - ● ● ● 防：忠の八犬士 (弓砲) 防：釣瓶撃ち (砲器) 攻：火竜の術 (弓器:破) 防：忠の八犬士 (弓砲) 防：仁義八行 () 防：仁義八行 () 防：仁義八行 () 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：謀殺 (全) 防：仁義八行 () 防：仁義八行 ()

3194特 犬坂毛野 - ● ● ● 防：智の八犬士 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：兵器布陣 (器) 防：智の八犬士 (砲) 防：仁義八行 () 防：仁義八行 () 防：仁義八行 () 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：城砕き (器:破) 防：仁義八行 () 防：仁義八行 ()

3195特 犬村大角 - ● ● ● 攻：礼の八犬士 (槍弓馬 ) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：礼の八犬士 (槍弓馬 ) 防：仁義八行 () 防：仁義八行 () 防：仁義八行 () 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：仁義八行 () 防：仁義八行 ()

3199特 小幡景憲 - ● ● ● 攻：甲州流兵学 (砲器) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 攻：砲撃 羅刹 (砲:破) 攻：甲州流兵学 (砲器) 防：堅陣斉射 (弓砲) 防：組撃ち (弓砲) 防：八咫烏 (砲器) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：釣り野伏 鬼 (砲) 防：堅陣斉射 (弓砲) 攻：砲撃 羅刹 (砲:破)

3202特 本願寺教如 - ● ● ● 防：退者無間獄 (全) 防：鉄壁の備え (全) 攻：刹那の猛勇 (全) 防：鳥瞰鉄壁 (全) 防：退者無間獄 (全) 防：組撃ち (弓砲) 防：八咫烏 (砲器) 攻：城崩し (器:破) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：槍撃 修羅 (槍:破) 防：退者無間獄 (全)

3205特 板部岡江雪斎 - ● ● ● 攻：声遣縦横 (槍馬砲 ) 防：弓妖陣 (槍弓砲 ) 攻：玄狐跳澗 (馬砲) 攻：旋風轟撃 (馬砲) 攻：声遣縦横 (槍馬砲 ) 攻：不屈の名士 (槍弓砲 ) 攻：天賦の神算 (全:破) 防：背水之陣 (槍弓馬 ) 防：猛勇黒天狐 (全) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：声遣縦横 (槍馬砲 )

3212特 小見の方 - ● ● ● 防：黄道援兵 (弓馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：鉄壁の備え (全) 防：黄道援兵 (弓馬) 防：神勅賢母 (槍馬砲 ) 防：背水之陣 (槍弓馬 ) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：城崩し (器:破) 防：黄道援兵 (弓馬)

3214特 石川数正 - ● ● ● 防：楔外交 (槍馬) 防：騎馬隊布陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：楔外交 (槍馬) 防：馬陣の極み (馬) 攻：天賦の神算 (全:破) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：楔外交 (槍馬)

3216特 小松姫 - ● ● ● 攻：戦姫 陽炎 (槍馬:速) 攻：槍撃の真髄 (槍) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 攻：電光石火 (全:速) 攻：戦姫 陽炎 (槍馬:速) 攻：車懸り (全) 攻：車懸り 白狐 (槍弓馬 ) 防：槍衾 (槍器) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：啄木鳥 (弓馬:破) 攻：戦姫 陽炎 (槍馬:速)

3220特 和田昭為 - ● ● ● 防：返り忠 (砲) 防：鉄砲隊備え (砲) 防：鉄甲陣 (槍弓) 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：返り忠 (砲) 防：黒骨扇月丸 (砲) 防：早合組撃ち (弓砲) 攻：防壁破り (器:破) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：返り忠 (砲)

3221特 梶原政景 - ● ● ● 攻：修羅の援兵 (槍弓馬 ) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：槍馬連撃 (槍馬) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：修羅の援兵 (槍弓馬 ) 攻：声遣縦横 (槍馬砲 ) 攻：声遣縦横 (槍馬砲 ) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：槍陣の極み (槍) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 攻：修羅の援兵 (槍弓馬 )

3226特 松前慶広 - ● ● ● 攻：アマッポ #N/A 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 攻：騎突 金剛 (馬:破) 防：戦國下克上 (槍弓馬 ) 0 #N/A #N/A #N/A 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：剛勇無双 (槍馬砲 ) 防：背水之陣 (槍弓馬 )

3721特 太田牛一 - - ● ● 織田信長：天正筆才 #N/A 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 部隊長：遁世影武者 () 0 #N/A #N/A #N/A 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 攻：三段撃 烈火 (槍砲) 攻：風林火山 (槍弓馬 :破)

4022上 塚原卜伝 ● ● - ● 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：剣術 守乃型 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：神行法 (全:速) 攻：謀殺 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊守護 (槍) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：弓隊突撃 (弓)

4049上 富田重政 ● ● - ● 防：剣術 守乃型 (全) 防：剣術 守乃型 (全) 防：槍隊守護 (槍) 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：神行法 (全:速) 攻：謀殺 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：弓隊突撃 (弓)

4061上 立花誾千代 - ● ● ● 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊剛撃 (弓) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓)

4075上 小松姫 ● ● ● ● 攻：槍撃の真髄 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍衾 (槍器) 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速)

4082上 千代 ● ● ● ● 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊円陣 (馬) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬)

4089上 豪姫 ● ● ● ● 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 防：騎馬隊布陣 (馬) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：騎馬隊堅陣 (馬)

4093上 富永直勝 ● ● ● ● 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：弓隊布陣 (弓) 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：弓隊堅陣 (弓)

4095上 駒姫 ● ● ● ● 防：弓隊堅陣 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：弓隊布陣 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓)

4099上 梅姫 ● ● ● ● 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：騎馬隊布陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬)

4100上 朝比奈泰能 ● ● ● ● 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊剛撃 (槍) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍)

4101上 長野業盛 ● ● ● ● 防：槍隊堅陣 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：槍隊布陣 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍)

4102上 菅沼定盈 ● ● ● ● 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：騎馬隊奇襲 (馬)

4103上 井伊直盛 ● ● ● ● 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊剛撃 (槍) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍)

4104上 関成政 ● ● ● ● 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：弓隊布陣 (弓) 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：弓隊堅陣 (弓)

4106上 有馬豊氏 ● ● ● ● 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：槍隊突撃 (槍) 防：槍隊布陣 (槍) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍)

4107上 蒲生秀行 ● ● ● ● 防：弓隊堅陣 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：弓隊布陣 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓)

4108上 織田秀信 ● ● ● ● 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：兵器布陣 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：城砕き (器:破) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊守護 (砲)

4109上 京極マリア ● ● ● ● 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：神行法 (全:速) 攻：謀殺 (全) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓)



4110上 色部勝長 ● ● ● ● 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬)

4111上 富田信高 ● ● ● ● 防：槍隊堅陣 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：槍隊布陣 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍)

4113上 吉田長利 ● ● ● ● 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 防：騎馬隊布陣 (馬) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：騎馬隊堅陣 (馬)

4114上 脇坂安元 ● ● ● ● 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：槍隊守護 (槍)

4115上 金森長近 ● ● ● ● 防：鉄砲隊布陣 (砲) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 防：兵器布陣 (器) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：城砕き (器:破) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲)

4120上 村田吉次 ● ● ● ● 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊円陣 (馬) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬)

4121上 六角義治 ● ● ● ● 攻：弓撃の真髄 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：三矢の教え (槍弓:破) 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：三段撃ち (弓砲:破)

4123上 小雀 ● ● ● - 攻：鉄砲術 小雀 (砲) 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：兵器突撃 (器) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：鉄砲隊堅陣 (砲)

4124上 松浦隆信 ● ● ● ● 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：騎馬隊布陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬)

4125上 本庄実乃 ● ● ● ● 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓)

4126上 河田長親 ● ● ● ● 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：槍隊突撃 (槍) 防：槍隊布陣 (槍) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍)

4127上 中条藤資 ● ● ● ● 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：槍隊奇襲 (槍)

4128上 北条氏照 ● ● ● ● 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓)

4129上 北条氏規 ● ● ● ● 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 攻：防壁砕き (器:破) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲)

4130上 中黒道随 ● ● ● ● 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：槍隊突撃 (槍) 防：槍隊布陣 (槍) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍)

4131上 日根野弘就 ● ● ● ● 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊円陣 (馬) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬)

4132上 野々村三十郎 ● ● ● ● 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 防：兵器布陣 (器) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：城砕き (器:破) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲)

4133上 尼子勝久 ● ● ● ● 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：四風賢鳳 (弓砲) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓撃の真髄 (弓) 攻：三矢の教え (槍弓:破) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：槍隊堅守 (槍) 防：弓隊守護 (弓)

4134上 佐伯惟教 ● ● ● ● 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：騎馬隊奇襲 (馬)

4135上 舞兵庫 ● ● ● ● 攻：若江魂 (槍弓) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：迅速行軍 (全:速) 0 #N/A #N/A #N/A 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：弓隊突撃 (弓)

4136上 吉田政重 ● ● ● ● 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓)

4137上 黒川晴氏 ● ● ● ● 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：兵器運用術 (全:速) 防：兵器布陣 (器) 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：兵器突撃 (器) 攻：火竜の術 (弓器:破) 攻：謀殺 (全) 攻：兵器突撃 (器) 攻：城砕き (器:破) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：迅速行軍 (全:速)

4138上 御宿勘兵衛 ● ● ● ● 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊剛撃 (馬) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬)

4139上 谷忠澄 ● ● ● ● 攻：謀殺 (全) 攻：謀殺 (全) 攻：神行法 (全:速) 攻：火竜の術 (弓器:破) 防：鉄壁の備え (全) 攻：疾風迅雷 (全:速) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 防：鉄壁の備え (全) 攻：謀殺 (全) 攻：謀殺 (全) 攻：城崩し (器:破)

4140上 禰々 ● ● ● ● 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓)

4141上 本多重次 ● ● ● ● 攻：鬼作左 (槍:破) 防：槍隊守護 (槍) 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：荒切武者 (槍馬:破) 攻：若江魂 (槍弓) 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：迅速行軍 (全:速)

4142上 戸田康光 ● ● ● ● 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：兵器布陣 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：城砕き (器:破) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊守護 (砲)

4143上 大道寺政繁 ● ● ● ● 攻：攻御由緒家 (槍) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：城砕き (器:破) 攻：荒切武者 (槍馬:破) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：防壁砕き (器:破) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：鬼刺 (槍馬)

4144上 平岩親吉 ● ● ● ● 攻：毒饅頭 (全) 攻：国貫き (器:破) 攻：兵器突撃 (器) 攻：四風賢鳳 (弓砲) 攻：謀殺 (全) 攻：城砕き (器:破) 攻：防壁砕き (器:破) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊堅守 (槍) 防：鉄壁の備え (全)

4145上 九鬼守隆 ● ● ● ● 防：水狼跋扈 (槍弓砲 ) 攻：防壁砕き (器:破) 防：船穿応射 (槍砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：剣術 守乃型 #N/A 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) #N/A #N/A

4146上 渡辺守綱 ● ● ● ● 攻：槍半蔵 (槍馬) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓)

4148上 小寺職隆 ● ● ● ● 攻：国貫き (器:破) 攻：国貫き (器:破) 防：兵器布陣 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：城崩し (器:破) 攻：謀殺 (全) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：城砕き (器:破) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：兵器突撃 (器)

4149上 黒田利高 ● ● ● ● 防：夜叉の構え (槍弓器 ) 防：弓隊守護 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：夜叉の構え (槍弓器 ) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：夜叉の構え (槍弓器 )

4150上 伊奈忠次 ● ● ● ● 攻：代官頭大蔵 (槍馬) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：鉄砲隊守護 (砲) 攻：槍隊剛撃 (槍) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：槍隊守護 (槍) 攻：鬼刺 (槍馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲)

4151上 楯岡満茂 ● ● ● ● 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：兵器布陣 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：城砕き (器:破) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊守護 (砲)

4152上 尼子晴久 ● ● ● ● 防：相伴衆 (弓砲器 ) 防：龍哭の酒 (器) 攻：剣術 攻乃型 (全) 防：矢雨備え (弓器) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 攻：乗り崩し (槍馬:破)

4153上 原虎胤 ● ● ● ● 攻：鬼美濃 (馬器:破) 防：剣術 守乃型 (全) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 攻：火竜の術 (弓器:破) 防：夜叉の構え (槍弓器 ) 防：水狼跋扈 (槍弓砲 ) 攻：剣術 守乃型 #N/A 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：謀殺 (全) 防：夜叉の構え (槍弓器 )

4154上 織田信雄 ● ● ● ● 攻：偽りの饗応 (全) 攻：国貫き (器:破) 防：兵器布陣 (器) 攻：偽りの饗応 (全) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：謀殺 (全) 防：鉄壁の備え (全) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：城砕き (器:破) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：鬼刺 (槍馬)

4155上 佐久間信盛 ● ● ● ● 防：退き佐久間 (弓馬) 防：龍哭の酒 (器) 防：弓隊布陣 (弓) 攻：火竜の術 (弓器:破) 防：槍隊守護 (槍) 防：矢雨備え (弓器) 攻：三段撃 神速 (砲:破) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：謀殺 (全) 攻：槍隊挟撃 (槍)

4156上 大野治房 ● ● ● ● 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊剛撃 (弓) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓)

4157上 飯田覚兵衛 ● ● ● ● 攻：亀甲車 (器:破) 攻：防壁砕き (器:破) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：亀甲車 (器:破) 攻：国貫き (器:破) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：兵器運用術 (全:速) 防：弓隊守護 (弓) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：亀甲車 (器:破)

4158上 大谷吉治 ● ● ● ● 防：鐘切り (槍弓) 攻：荒切武者 (槍馬:破) 防：水狼跋扈 (槍弓砲 ) 攻：城破り (器:破) 攻：夜叉の構え #N/A 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：剣術 守乃型 #N/A 攻：槍隊急襲 (槍) #N/A #N/A

4159上 本多忠朝 ● ● ● ● 攻：慙愧の酒 (弓馬) 攻：四風賢鳳 (弓砲) 防：船穿応射 (槍砲) 攻：兵器進撃 (器) 攻：火竜の術 (弓器:破) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 攻：鬼刺 (槍馬) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 攻：謀殺 (全)

4160上 庄林隼人 ● ● ● ● 防：殿名人 (槍弓馬 ) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：乗り崩し (槍馬:破) 防：槍隊守護 (槍) 攻：火竜の術 (弓器:破) 攻：謀殺 (全) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：鬼刺 (槍馬) 攻：槍隊挟撃 (槍)

4161上 森本儀太夫 ● ● ● ● 攻：亀甲車 (器:破) 攻：防壁砕き (器:破) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：亀甲車 (器:破) 攻：国貫き (器:破) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：兵器運用術 (全:速) 防：弓隊守護 (弓) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：亀甲車 (器:破)

4162上 神余光弘 ● ● ● ● 攻：騎馬隊進撃 (馬) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：弓隊進撃 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬)

4163上 浜路姫 ● ● ● ● 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓)

4164上 穴山信君 ● ● ● ● 防：槍隊堅陣 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：槍隊布陣 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍)

4165上 武田義信 ● ● ● ● 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：神行法 (全:速) 攻：謀殺 (全) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓)

4167上 沙也可 ● ● ● ● 攻：雑賀式絡繰 (砲器) 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：砲撃の真髄 (砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 防：釣瓶撃ち (砲器) 防：鉄砲隊守護 (砲)

4168上 吉良親実 ● ● ● ● 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓)

4169上 松田憲秀 ● ● ● ● 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊剛撃 (弓) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓)

4170上 土井利勝 ● ● ● ● 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊剛撃 (槍) 攻：足軽軍法 (槍器) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍)

4171上 長寿院盛淳 ● ● ● ● 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊円陣 (弓) 防：矢雨備え (弓器) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓)

4172上 松平忠明 ● ● ● ● 防：槍衾 (槍器) 防：槍衾 (槍器) 攻：槍隊剛撃 (槍) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 防：槍陣の極み (槍) 防：柳生新陰流 (全) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：大ふへん者 (全)

4173上 江戸忠通 ● ● ● ● 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊円陣 (馬) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬)

4174上 遠藤基信 ● ● ● ● 防：兵器布陣 (器) 防：兵器布陣 (器) 攻：兵器突撃 (器) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：城砕き (器:破) 防：槍衾 (槍器) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：城砕き (器:破) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：兵器突撃 (器) 攻：防壁砕き (器:破)

4175上 留守政景 ● ● ● ● 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：兵器突撃 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍)

5062序 山名豊国 ● - - - 防：兵器布陣 (器) 防：兵器布陣 (器) 攻：兵器突撃 (器) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：城砕き (器:破) 防：槍衾 (槍器) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：城砕き (器:破) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：兵器突撃 (器) 攻：防壁砕き (器:破)

5063序 大久保忠世 ● - - - 防：槍隊守備 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍)

5064序 渡辺勘兵衛 ● - - - 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍)

5065序 成田長親 ● - - - 防：弓隊守備 (弓) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 防：弓隊守備 (弓)

5067序 竹中重門 ● - - - 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 防：鉄砲隊備え (砲) 攻：兵器進撃 (器) 攻：城破り (器:破) 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：城破り (器:破) 攻：防壁破り (器:破) 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 攻：槍隊急襲 (槍)

5068序 穴山梅雪 ● - - - 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬)

5069序 寺沢広高 ● - - - 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬)

5070序 小川祐忠 ● - - - 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：兵器突撃 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍)

5072序 跡部勝資 ● - - - 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬)

5073序 大久保忠教 ● - - - 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：兵器突撃 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍)

5074序 生駒一正 ● - - - 防：騎馬隊備え (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 防：弓隊備え (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊布陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬)

5076序 戸田勝成 ● - - - 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：兵器突撃 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍)

5077序 岩成友通 ● - - - 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍)

5078序 朽木元綱 ● - - - 防：弓隊備え (弓) 防：弓隊備え (弓) 攻：弓隊進撃 (弓) 防：槍隊備え (槍) 防：弓隊堅守 (弓) 防：弓隊布陣 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：弓隊襲撃 (弓)

5079序 笠原康勝 ● - - - 防：槍隊備え (槍) 防：槍隊備え (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 防：騎馬隊備え (馬) 防：槍隊堅守 (槍) 防：槍隊布陣 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍)

5080序 富士信忠 ● - - - 防：弓隊守備 (弓) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 防：弓隊守備 (弓)

5081序 朝倉景紀 ● - - - 攻：騎馬隊進撃 (馬) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：弓隊進撃 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬)

5082序 小国頼久 ● - - - 攻：槍隊進撃 (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 防：槍隊備え (槍) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍)

5087序 古田重勝 ● - - - 防：騎馬隊備え (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 防：弓隊備え (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊布陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬)

5088序 上杉景信 ● - - - 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬)

5089序 大熊朝秀 ● - - - 防：槍隊守備 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍)

5090序 一柳直盛 ● - - - 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓)

5091序 太田一吉 ● - - - 防：騎馬隊備え (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 防：弓隊備え (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊布陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬)

5092序 椿姫 ● - - - 攻：弓隊襲撃 (弓) 攻：弓隊襲撃 (弓) 攻：弓隊進撃 (弓) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：弓隊襲撃 (弓)

5093序 蠣崎季広 ● - - - 攻：騎馬隊進撃 (馬) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：弓隊進撃 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬)

5094序 中川秀成 ● - - - 防：槍隊守備 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍)

5095序 米谷常秀 ● - - - 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓)

5096序 黒岩種直 ● - - - 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍)

5097序 酒井家次 ● - - - 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊備え (馬) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：騎馬隊堅守 (馬)

5098序 森好之 ● - - - 防：槍隊堅守 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 防：槍隊備え (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍)

5099序 北条氏房 ● - - - 防：槍隊守備 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍)

5100序 堀秀治 ● - - - 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍)

5101序 宮部長房 ● - - - 防：弓隊堅守 (弓) 防：弓隊堅守 (弓) 防：弓隊備え (弓) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：弓隊堅守 (弓)

5102序 谷衛友 ● - - - 防：鉄砲隊備え (砲) 防：鉄砲隊備え (砲) 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：防壁破り (器:破) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：防壁破り (器:破) 攻：城破り (器:破) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：鉄砲隊備え (砲)

5103序 鳥屋尾満栄 ● - - - 攻：四風賢鳳 (弓砲) 防：槍隊備え (槍) 攻：弓隊進撃 (弓) 攻：防壁破り (器:破) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：弓撃の真髄 (弓) 攻：三矢の教え (槍弓:破) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：鉄砲隊備え (砲) 攻：槍隊襲撃 (槍)

5104序 蒲生賢秀 ● - - - 防：槍隊守備 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍)

5105序 安宅冬康 ● - - - 攻：槍隊進撃 (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 防：槍隊備え (槍) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍)

5106序 大関高増 ● - - - 防：弓隊守備 (弓) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 防：弓隊守備 (弓)

5107序 福留親政 ● - - - 攻：荒切武者 (槍馬:破) 攻：槍隊進撃 (槍) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：荒切武者 (槍馬:破) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬)

5108序 七条兼仲 ● - - - 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：槍隊堅陣 (槍) 防：騎馬隊布陣 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：槍隊奇襲 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬)

5109序 中村一氏 ● - - - 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 防：鉄砲隊備え (砲) 攻：兵器進撃 (器) 攻：城破り (器:破) 攻：鉄砲隊突撃 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：城破り (器:破) 攻：防壁破り (器:破) 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 攻：槍隊急襲 (槍)



5110序 柴田勝豊 ● - - - 防：兵器布陣 (器) 防：兵器布陣 (器) 攻：兵器突撃 (器) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：城砕き (器:破) 防：槍衾 (槍器) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：城砕き (器:破) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：兵器突撃 (器) 攻：防壁砕き (器:破)

5111序 平岡頼勝 ● - - - 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：神行法 (全:速) 攻：謀殺 (全) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓)

5112序 福原直高 ● - - - 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：鉄砲隊守護 (砲) 防：兵器布陣 (器) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 防：鉄砲隊円陣 (砲) 防：弾幕防壁陣 (弓砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：城砕き (器:破) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊守護 (砲)

5113序 鳥居忠吉 ● - - - 防：弓隊守備 (弓) 防：弓隊守備 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 防：弓隊守備 (弓)

5114序 西園寺実充 ● - - - 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：騎馬隊突撃 (馬) 攻：弓隊突撃 (弓) 攻：神行法 (全:速) 攻：謀殺 (全) 攻：弓隊突撃 (弓) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：弓隊奇襲 (弓)

5115序 太田左近 ● - - - 防：船穿応射 (槍砲) 攻：防壁砕き (器:破) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：鉄砲隊守護 (砲) 攻：鉄砲隊挟撃 (砲) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊突撃 (弓)

5116序 中川清秀 ● - - - 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊円陣 (馬) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬)

5117序 斎藤龍興 ● - - - 防：龍哭の酒 (器) 防：荒切武者 #N/A 攻：城破り (器:破) 防：龍哭の酒 (器) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 攻：火竜の術 (弓器:破) 攻：謀殺 (全) #N/A #N/A 攻：槍隊急襲 (槍) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 攻：弓隊挟撃 (弓)

5118序 伊東マンショ ● - - - 防：兵器布陣 (器) 防：兵器布陣 (器) 攻：兵器突撃 (器) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：城砕き (器:破) 防：槍衾 (槍器) 攻：義兵進軍 (槍弓馬砲 :速) 攻：城砕き (器:破) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：兵器突撃 (器) 攻：防壁砕き (器:破)

5119序 宇喜多モニカ ● - - - 攻：紫電一閃 (全:速) 攻：四風賢鳳 (弓砲) 攻：荒切武者 (槍馬:破) 防：龍哭の酒 (器) 攻：紫電一閃 (全:速) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 防：槍隊堅守 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 攻：紫電一閃 (全:速)

5120序 浅井政元 ● - - - 防：玄武の陣 (全) 防：船穿応射 (槍砲) 防：龍哭の酒 (器) 攻：荒切武者 (槍馬:破) 防：玄武の陣 (全) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：伏僧嘗胆 (弓砲) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：玄武の陣 (全)

5121序 原田直政 ● - - - 攻：馬廻御奉行 (馬器:破) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：馬廻御奉行 (馬器:破) 防：船穿応射 (槍砲) 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：弓隊守護 (弓) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 攻：剣術 攻乃型 (全) 攻：迅速行軍 (全:速) 攻：迅速行軍 (全:速)

5122序 薄田兼相 ● - - - 攻：橙武者 (槍砲) 防：鉄砲隊布陣 (砲) 攻：槍隊進撃 (槍) 防：騎馬隊布陣 (馬) 攻：橙武者 (槍砲) 攻：弓隊進撃 (弓) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：橙武者 (槍砲)

5123序 淡輪重政 ● - - - 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊円陣 (槍) 攻：足軽軍法 (槍器) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 防：槍隊守護 (槍)

5124序 内ヶ島氏理 ● - - - 防：夜叉熊 (馬砲) 防：弓隊守備 (弓) 攻：迅速行軍 (全:速) 防：馬廻御奉行 #N/A 防：夜叉熊 (馬砲) 攻：国貫き (器:破) 攻：兵器運用術 (全:速) 攻：弓隊急襲 (弓) 攻：弓隊突撃 (弓) #N/A #N/A 防：夜叉熊 (馬砲)

5125序 扇谷定正 ● - - - 攻：荒切武者 (槍馬:破) 攻：槍隊進撃 (槍) 防：騎馬隊備え (馬) 攻：荒切武者 (槍馬:破) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：騎馬隊奇襲 (馬) 防：騎馬隊堅陣 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：騎馬隊襲撃 (馬)

5126序 一条信龍 ● - - - 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍)

5127序 朝比奈信置 ● - - - 防：槍隊堅守 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 防：槍隊備え (槍) 防：騎馬隊堅守 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：槍隊堅陣 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍)

5128序 土橋平次 ● - - - 防：鉄砲隊備え (砲) 防：鉄砲隊備え (砲) 攻：鉄砲隊進撃 (砲) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：防壁破り (器:破) 防：鉄砲隊堅陣 (砲) 攻：鉄砲隊奇襲 (砲) 攻：防壁破り (器:破) 攻：城破り (器:破) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：鉄砲隊備え (砲)

5129序 絶姫 ● - - - 攻：弓隊襲撃 (弓) 攻：弓隊襲撃 (弓) 攻：弓隊進撃 (弓) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：弓隊奇襲 (弓) 防：弓隊堅陣 (弓) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：弓隊襲撃 (弓) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：弓隊襲撃 (弓)

5130序 清水康英 ● - - - 防：騎馬隊守護 (馬) 防：騎馬隊守護 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：騎馬隊円陣 (馬) 防：真田丸 (槍馬砲 ) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬)

5131序 温井景隆 ● - - - 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：騎馬隊急襲 (馬) 攻：弓隊急襲 (弓) 防：槍隊守備 (槍) 攻：槍隊挟撃 (槍) 防：槍隊守護 (槍) 防：槍隊守備 (槍) 防：騎馬隊守備 (馬) 防：弓隊守備 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍)

5132序 松平広忠 ● - - - 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：弓隊挟撃 (弓) 攻：槍隊挟撃 (槍) 攻：騎馬隊挟撃 (馬) 防：弓隊守護 (弓) 攻：弓隊剛撃 (弓) 攻：槍弓猛襲 (槍弓) 防：弓隊守護 (弓) 防：槍隊守護 (槍) 防：騎馬隊守護 (馬) 攻：弓隊挟撃 (弓)

5133序 小田氏治 ● - - - 攻：防壁破り (器:破) 攻：防壁破り (器:破) 防：弓隊備え (弓) 攻：城破り (器:破) 防：鉄砲隊備え (砲) 攻：国貫き (器:破) 攻：兵器運用術 (全:速) 防：鉄砲隊備え (砲) 防：弓隊堅守 (弓) 攻：槍隊急襲 (槍) 攻：防壁破り (器:破)

5134序 猪苗代盛国 ● - - - 攻：槍隊進撃 (槍) 攻：槍隊進撃 (槍) 防：槍隊備え (槍) 攻：騎馬隊進撃 (馬) 攻：槍隊襲撃 (槍) 攻：槍隊突撃 (槍) 攻：槍隊奇襲 (槍) 攻：槍隊襲撃 (槍) 防：槍隊堅守 (槍) 攻：騎馬隊襲撃 (馬) 防：槍隊堅守 (槍)


