
■名前決定表（和風）
●苗字
カテゴリー ダイス目 苗字

一般的

11 相田（あいだ）

12 沖（おき）

13 関（せき）

14 神谷（かみや）

15 鈴村（すずむら）

16 生天目（なばため）

21 白鳥（しらとり）

22 橘（たちばな）

23 結城（ゆうき）

24 神崎（かんざき）

25 迫水（さこみず）

26 叶（かのう）

強そう

31 早田（はやた）

32 本郷（ほんごう）

33 海城（かいじょう）

34 一条寺（いちじょうじ）

35 美墨（みすみ）

36 無敵（むてき）

魔法的

41 氷川（ひかわ）

42 火野（ひの）

43 日向（ひなた）

44 月影（つきかげ）

45 風間（かざま）

46 小津（おづ）

色

51 赤座（あかざ）

52 青山（あおやま）

53 黄瀬（きせ）

54 緑谷（りょくや）

55 桃園（ももぞの）

56 白黒（しろくろ）

珍しい

61 礼紋（れいもん）

62 銀河（ぎんが）

63 桐生院（きりゅういん）

64 立風館（りっぷうかん）

65 星空（ほしぞら）

66 仲村渠（なかんだかり）

■名前決定表（洋風）
●苗字
カテゴリー ダイス目 苗字

一般的

11 エイムズ

12 オルグレン

13 ガードナー

14 カロッサ

15 キーン

16 キルステン

21 ジャクソン

22 バートン

23 ハインライン

24 バレンタイン

25 ベイル

26 ラグランジュ

強そう

31 アームストロング

32 トランプ

33 フラッシュ

34 ブレイド

35 ポチョムキン

36 リース

職業

41 カーペンター

42 スミス

43 テイラー

44 ナイト

45 ハンター

46 フィッシャー

色

51 ヴァーミリオン

52 クリムゾン

53 ピンク

54 ブラック

55 ブルー

56 ホワイト

自然

61 シャドウ

62 ストーン

63 フォックス

64 フラッシュ

65 ホーク

66 ロック

●名前
ダイス目 男性名 女性名
11 アーサー アイリーン

12 アルフレッド アナ

13 ウィリアム アン

14 ウォルター ヴァージニア

15 エリック ヴィルギニーア

16 ギルバート ウェンディ

21 ギルベルト エヴァ

22 クラウス エーファ

23 ジョセフ エリザベート

24 ジョン エレイン

25 スティーブン エレーン

26 ステファン カタリーナ

31 チャールズ カミーユ

32 デヴィット キャサリン

33 ドナルド グロリア

34 ニコラス ジェーン

35 ハインリッヒ ジュリア

36 パウル ジョアン

41 ハンス スザンナ

42 バーナード セシリア

43 ピーター テレーゼ

44 フィリップ トレイシー

45 フィリップ ドロレス

46 フェルディナント パメラ

51 ベルンハルト ハンナ

52 ヘンリー フラーゲア

53 ペーター ベトリーチェ

54 マイケル ヘレーネ

55 ミハイル ヘレン

56 ヨハン マーガレット

61 ヨーゼフ マリー

62 リチャード メアリ

63 ルイス ヤン

64 ルーカス ヨハンナ

65 ルードヴィッヒ レジーナ

66 ロバート レベッカ

●名前
ダイス目 男性名 女性名

11 アキラ アイ

12 イブキ アヤ

13 エイジ イズミ

14 オトヤ ウララ

15 ガイ エリー

16 カナタ カグラ

21 キョウ カスミ

22 ケン カレン

23 コウタ キョウカ

24 サスケ キララ

25 シュン コトハ

26 ジョー ココロ

31 シン サキ

32 スバル シノブ

33 セカイ トワ

34 セツナ ナギサ

35 ソラ ナツミ

36 タイガ ノア

41 ツヨシ ノゾミ

42 ジュン ハルカ

43 タケシ ヒカル

44 タロウ ヒビキ

45 ツバサ ヒメ

46 ナガレ ホタル

51 ハヤテ マツリ

52 マサムネ マナ

53 マモル マリア

54 レツ ミライ

55 ムサシ メイ

56 ヤマト メグミ

61 ユウキ モエ

62 ライト ヤヨイ

63 リク ユキ

64 リュウ リン

65 レオ レミ

66 セイギ ヒロ
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