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チーム メンバー 大会への抱負など

Afteryou FD@86

新潟県でもコロナ感染者が増え、練習時間があまり取れない中での初めての大会参加
となりましたが、実践練習が出来ない分メンバー皆で知識を共有しあいながら頑張っ
てきました。実力は他のチームに負けてしまうかもしれませんが、根性とやる気は絶対
負けません！一線でも多く勝てるよう頑張ります。（Riku.）
コロナの状況であまり練習できない中仲間たちの連携を意識して、チームに貢献でき
るように頑張ります（Twrnon）

Riku.

井ヶ谷

Twrnon

祖父母

AHEC だとぅ

3年生が抜けた新チーム、初戦、いいスタートダッシュを決めに行きます（だとぅ）
緊張しないで楽しくやれたらいいと思います（fran01）

烏兎丸

fran01

sayo

BAku

alleydog からあげ

がんばります（からあげ）
ちゃんと寝て頑張ります（Racon）
がんばる 寝る 起きる がんばる（MUSASHIabc）
楽しむ（ひよこ饅頭）
かちたい！！（TenT）

Racon

MUSASHIabc

ひよこ饅頭

TenT

ALLONE える

がんばう（える）
勝ちたいです。（たこやき）
頑張ります（mitaba）
精一杯頑張ります（Re free1）
自分の人生の糧になるようにがんばります（Razer）

たこやき

mitaba

Re free1

Razer

Cvbdz syusui

初心者が多いのでお手柔らかにお願いします（syusui）
シヴァーナが大好きなチームです（tomato村長）
1試合1試合一生懸命頑張ります！よろしくお願いします（ririmari）
優勝できるように頑張ります（39kyou）

tomato村長

ririmari

39kyou

KiR3 

D_FOX amaytukamigami

頑張ります（amaytukamigami）
大会に出場してきてあまり良い結果を残せてないので今回はなにかしらの結果を残し
て帰りたいです！（dagurasu1213）
精一杯頑張ります（Poipoi489）

うにたろちゃん

dagurasu1213

sinbananakun

Nyuto-h17

Poipoi489

D1GT TECCHAN

それぞれの実力を十分に発揮できるように頑張っていきたい。（ジョベルディ）
ベスト3以上行きたいです（れう）

ジョベルディ

Nino

れう

sharusha

じんろうくん

Daphne Flandre

まだまだ未熟でひよっこだけど目指すはTEPPEN！！（パルプンテN）
全力を尽くします（ドボルザーク）
大会など大きな舞台では勝つという事があまり無いので、今までの経験を活かして勝
ち進みたいです。（クライ）
頑張ります（otozure）

パルプンテN

ドボルザーク

クライ

otozure

es Rescort

みんな初心者ですが、精一杯頑張ります。（Rescort）
初心者ですが精一杯頑張ります（グローグ）
頑張ります（フリーザ）

グローグ

Umeda

脳筋セト

フリーザ

five botch Goma

cunacun

Shinkata

PPowerEVA

Tealess

nhtmjh

GGT Siki09

ここまで練習してきたことを本番で出し切れたらいいなと思います。（Siki09）
一勝でもしたいです！（とんびーた）
絶対勝つ🏆👑🎌（chisa112）
がんばる（kouki08）

とんびーた

ENUTY

chisa112

kouki08

Gozenx Gaming ロトの血を引く者

頑張ります！（ロトの血を引く者）
弱いですが頑張ります！（souta3）
初心者ですが頑張ります！（marisannnn）
頑張ります！（FioReeeeeee）
下手ですが頑張ります（Funnwari）

souta3

marisannnn

FioReeeeeee

Funnwari

GP seien

高校からはじめて仲良くなりました。１回でも多く勝てるようにがんばります。
（seien・maisiki・KODAWARi11・豆豆大福・すめし）

maisiki

KODAWARi11

豆豆大福

すめし

HEST01 はる

優勝目指して頑張ります！（はる）
一年生ですが、フォローできるように頑張ります。（あおい・まさよし・
ZAKKTH6555）
全力で頑張ります。（岩崎直斗）
優勝目指して頑張ります。（ゆう）

あおい

まさよし

ZAKKTH6555

岩崎直斗

ゆう

HYeC ks76ks76

一回戦勝利（ks76ks76）
頑張ります（Akky012615）
チームで協力して去年より良い成績を残します！（rudolfshota）

Thayashi

Akky012615

rudolfshota

ヤンバルクイな

nyanziba

kagicomb soraf

高校最後の年なので結果を残したいと思います。（soraf）
アニビア使いたい！（rokoacoa）

joker2004

rokoacoa

ワンワンヲ

syougi

Laboratory りゅう

出来る限りのことを尽くしたいと思います。（りゅう）
精一杯ガンバります（maruo）

maruo

Linore

shiro

いっちー

moon assassin akieu

一位目指します（akieu）
LOLを初めて日の浅いメンバーばかりなので経験を積んでレベルアップすることを目
指してがんばります（はとのかんおけ）
いけるところまで行きたいです！（sowtana）
頑張ります！（rabbit）
チームをひっぱれる存在になるように頑張ります（Roi）
ハブられるとこでした（silufny）

はとのかんおけ

sowtana

rabbit

Roi

silufny

NHG yakuminegi

周りの強さ関係なく自分の力で戦いたいと思います。（yakuminegi）
しっかりサポートできるようにがんばります！（ichigohime）
リザーブ頑張ります（LovelyJack ）
一年生のデビュー戦です（ウェディ）
初心者ですが頑張りたいです（英語嫌い）
初心者ですがチームの一員に選ばれたことに自覚と誇りをもち、試合で活躍出来るよ
うに頑張ります（あつむ）

ichigohime

LovelyJack

ウェディ

英語嫌い

あつむ

OTP HALdesu

楽しみながら頑張ります！（HALdesu）
緊張に弱いので緊張しないよう頑張ります（黒猫たいちょー）
おー！（じゃっく）
れっつごー！（Laughingwerewolf）
頑張ります（ざよい）

黒猫たいちょー

じゃっく

Laughingwerewolf

ざよい

poke moon you night 人間辞職

楽しむことを忘れずに、本気で勝ちにいきます（zyunia）
去年は3位だったので今年こそ優勝したいです（よしだ）
がんばりまるふぁいと（はむたろん）

zyunia

kentakki

よしだ

はむたろん

Rebell Sein マロン

一生懸命頑張ります（マロン）
全力を尽くします！（Chloe）
eスポーツ部の部長としてチームの力になれるよう全力で頑張ります！（早寝早起きで
きそうな部長）
みんなで頑張る！（ずみ）
チームの足を引っ張らないように頑張ります（aoigames）

Chloe

早寝早起きできそうな部長

ずみ

aoigames

S.Sgrade Stargazer

なかなかコロナ禍でチーム団結するのが難しいのですが、頑張りたいと思います！
よろしくお願いします！そして、開催ありがとうございます。（芭菜緒）
がんばります（ひよたん）
STAGE0ぶりで緊張してます（Dr Dra）

芭菜緒

ひよたん

ねこわんgamer

Dr Dra

SAKURA angels unknown

トップをとる（unknown）
1人1人がベストを尽くし、更にチームが輝いていければと思います！
（malimokkoliMAX）

トマトォ

malimokkoliMAX

kokoro213

いちまんえん

SBA nevira

まだまだ初心者ばかりのチームですが、なんとか一勝できるよう頑張りたいです。
（nevira）
初心者ですがよろしくお願いします（KHmeisei）

ketos29

bururaku

Rushi

KHmeisei

God_chicken

SDGs pon

高校生大会の経験を生かして頑張ります（しろし）
群馬行けるようにがんばります。（とりやき）
優勝目指して頑張ります（Borutu）
頑張ります（松坂風楽）

しろし

とりやき

Borutu

松坂風楽

Nitocricis

Sexy dynamite nauseeee

舞え。sexyに。
（nauseeee・ikuzor・SAKAKIYASAI・10pa・meronbanana・ojimia）

ikuzor

SAKAKIYASAI

10pa

meronbanana

ojimia

star raft kecakdance

今年結成した新人チームですが、やる気と友情は負けません！（kecakdance）
初心者チームですが皆んなで頑張りたいです（つきみや）
初心者ですが全力で頑張ります！！！（パスタネット）
ボクたち、一生トモダチだよ……それはさておき、初心者でたけのこ派の我々ですが全
力で頑張ります！（綾音二コラ）
頑張って勝って、グンマーに行きたい！！！（Rino669）

つきみや

パスタネット

綾音二コラ

Rino669

TKMA nekotyama

焼肉食いたい。（nekotyama）
楽しみながら勝ちを目指して頑張ります。（seron）
爪痕残す（kiri2ch）

yuri20030808

seron

Sabaneko38

kiri2ch

ewqazxs

Troll Yi 55gagu 

このチームで出る初めての大会なので1勝はしたいです（55gagu）

Hassy0628xd

APTX346Z

ゆーきん

kawa0419

T-SPEC Riz

勝ちます（まんじゅうking）
がんばります（okaponntea）
がんばります（かなた）

まんじゅうking

okaponntea

nekogua

かなた

UCUI だだだだいすけ

部活ができて2年目で、今年入部した1年生を含めたチームです。チームワークを大切
にして、全力で挑みたいと思います。（だだだだいすけ）
高１で初めての本格的な大会ですが、活躍出来るように、うまく立ち回りたいです。
（orenjiiiiii）
勝ちます（piyo）

きむきむ

Logtera

orenjiiiiii

piyo

Vertex hokkaiikura

視野を広げる（hokkaiikura）
フルメンバーではありませんが良い経験が積めるよう頑張ります（daradara1011）

daradara1011

ZeRon

れぼると

ちゃるや

Ω アズ

がんばりますがんばります（アズ）
勝ちたいです（jiroa）
初めての大会頑張ります〜。（Nira）

jiroa

やかん

ひすい

Nira

カツ屋 Salted plum

カツ丼食べて勝つドン！（Salted plum・りんたろう・marudora・明・PROTOjr）

りんたろう

marudora

明

PROTOjr

がんばってあるく uru

男女混合チームで女子ががんばってあるくのを守ってくれる男子がいます（uru）
頑張って相手のネクサスまで歩こうと思います。（PuppetMeister）
元気にやります！（山田ハッピー）
がんばってあるく（にあ）
みんなに迷惑かけないように頑張ります（Riri0628）

PuppetMeister

山田ハッピー

にあ

にゃんち

Riri0628

クラちゃんズ タムセ

このメンバーでは初めてなので、リーダーとして頑張ります！（タムセ）
このメンバーでは初めて戦うので、全力を尽くして頑張ります！（nuhhon）
全力で頑張ります！（sdwaaw）
初参加ですが頑張ります！（ふなゆら）
初挑戦ですが頑張ります！（ルナ４）

nuhhon

sdwaaw

ふなゆら

ルナ４
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さぁ行きましょう赤ちゃん tokoroten

思い出造りしにきました。（tokoroten）
勝ちます（ぴえろちゃん）
前回は3位と惜しくも優勝出来なかったので今回は優勝を目指して楽しく頑張りたい
と思います（hoppin）
clashによく出ます（karehamodoki）

ぴえろちゃん

Yuu

hoppin

karehamodoki

サモリフ幼稚園 ルーシー

弱者は弱者なりに頑張ります。（ルーシー）
味方の足を引っ張らないように頑張りたい。（vio）
頑張ります（L）

そば湯

amayuki

vio

福井ゆずは

L

スターダスト田村 Shakespeare

今年は夜更かししないように頑張ります。（Shakespeare）
去年準優勝だったので、今年は優勝取りに来ました。（rre）
チーム名が決まったときは大丈夫なのかと不安になりましたが、狙うは優勝のみです。
（vann）
精一杯頑張ります（Shinoa）

rre

vann

calamity

もんちゅんい

Shinoa

スマイト準備完了 へぼくん

今回の大会での目標は予選を突破して全国に行くことです。（へぼくん）
チーム内で一番ランクが低いけど足を引っ張らないよう頑張ります（林檎）
前回の大会よりも確実にうまくなってるので上位を目指したい（zenith）

kudsburo35

くらん

林檎

zenith

そもそも勝てない アルトinすこん部

まだ、大会で自分達だけで勝てていないので、今大会で成果を残したいです！（アルト
inすこん部）
精一杯頑張ります（wawao59）
勝利と感動を目指し精一杯がんばります（rikubou86）
初めてまだ2ヶ月ですが一生懸命頑張って行きます！（Hirotcha）
プレイ時間に全く見合ってないデカすぎる大会ですが、とても楽しみです🤣

（unfamiliar）

wawao59

hiroru0301

rikubou86

Hirotcha

unfamiliar

そろそろFF 焼きソーば

昨年度四位の結果で終わってしまったふんいきフリートフットワークが、新たな仲間を
引き連れ帰ってきました！Stage0にてN高に激戦を繰り広げた岡山山陽高校“そろ
そろ勝ちたい”を主軸とし、アカデミーリーグへ出場したNainaの指導をもらいながら
今年こそは頂点を目指します！（焼きソーば）
自分は大会2週間前くらいにメンバー交代で入ったのですが毎日のように夜3戦ほど
スクリムをしてチーム力を鍛えてきたので頑張りたいです！！（SmartNoob）
LOLは今年始めたばかりで、大会も当然初めてですが、チームに少しでも貢献できる
よう頑張りたいと思います。（にののれっと）
対戦よろしくお願いします。GLHF!!（羞恥心）

02men

SmartNoob

EnterSox

にののれっと

羞恥心

たこ焼きBoys 上園

人数は少ないですが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。（上園）

奥田

浜崎

矢口

今井

チュー王子愛好会 myaruyama

cs負けないように頑張ります。（myaruyama）
csとれるように頑張ります！（Nakky0552）
意地でもスティールします（rusikaru）
lol（やままま）

Nakky0552

Rusikaru

やままま

DirtyBoy2021

トリニティフォース Velxot

勝利を目指して頑張ります！（Velxot）
初心者4人、うち1人他部からの助っ人というなんとかギリギリで作ったチームですが、
チームワークでは負けません。チームの初勝利目指して頑張ります！！
（Ayataka0102）
まぁ、不安点の自分がゆうのがあれですが楽しく全力で頑張りたいです。（ちくわ転生）
頑張ります（Sakazuki32）

Ayataka0102

ちくわ転生

夜桜長月

Sakazuki32

とろずー HAIDO

いつもの仲良しメンバーで出ます！勝てるように頑張ります〜（HAIDO）
がんばります（shirokome）
みんなで楽しみつつ勝利を目指します！（Hecate）

IWAZOO

shirokome

Hecate

fran

なかわる部 consome

弱小チームですが、頑張ります。（consome）
放課後、勉強をせずに練習しました。学業を捨てた僕たちの戦いを見ていてください。
（roro22tkg）
せいいっぱいがんばります（かっぷちーの）
敗北をしりたい（kumabis）
俺に勝ちたい？ならリーグオブレジェンドしようよ。（nekosi）

roro22tkg

かっぷちーの

kumabis

nekosi

ノクサス大学
E-Sportsサークル

Infe

ジャングラーを日本一にしてあげたいです（Infe）
人生で何でも一つ本気で挑戦してみる機会として全力で頑張ります。
（AppleGarlic）
ガンバリマス（arutin）
JGのAppleGarlicを群馬に連れて行ってあげたいです（usamaru）

AppleGarlic

takomaru

arutin

usamaru

ポータルジャンプ高橋 パラノイア克典

目指せ優勝（ヘイメイカー山崎）

ヘイメイカー山崎

タイムワープ肥塚

ラストカレス杉山

イコライザー木塚

ほぼ初心者↑⁉ palros

チームに貢献できるように頑張ります（Moribata）
頑張ります（shimu2233）

Moribata

rikuho

shimu2233

nackl

モルモットくんは
日本語が分かる

Playwright

面倒くさがりのツンデレリーダー中心として、熱血やヤンデレ、軍オタ、Vオタを引き連
れて適度にだらけて適当に頑張るチーム（Playwright）

えびぐらたん

Nullbeginnt

Crocus

VAGCT

ヨガ飯食べ隊 伊吹

普段から仲の良いメンバーなので高校生としての思い出を作れるよう絶対優勝しま
す！（伊吹）
いつも遊んでいる仲良しチームなので仲の良さで勝ちにいきます（koki）
ヨガ飯食べたいのメンバーは｢STAGE0｣にて全国ベスト4、又は準優勝を収めていま
す。そんな中でメンバーにも選ばれていない僕が出るので、プレッシャーが凄いです。
冬の｢全国高校eスポーツ選手権｣に向けてこれもステップアップの舞台だと踏んでお
ります。全力で頑張らさせていただきます。（ムユルン）
勝ってヨガ飯たべたい！本人いわくアホガードが作れるらしい（Rei）
いろんな大会にこのメンバーで出ているので仲の良さで勝ちたいです（Galaxy）

koki

ムユルン

Rei

れっくん

Galaxy

遠賀高校eスポーツ部 真谷渚千

めちゃくちゃがんばります！よろしくお願いします。（真谷渚千）
あまり強くなくても少しは勝ちたい（にんじんまん）

にんじんまん

kenちゃん

みくお

ふーちゃん

チョモランマ

岡山共生eスポーツ部A 翁のうたげ

頑張ります（翁のうたげ）
勝ち上がりたいです（motikiti888）
初めて参加します。頑張ります。（凋 零）
絶対1位になる（Ar1q）

motikiti888

tsuk1kage

凋 零

sumatarou

Ar1q

岡山共生eスポーツ部B Hamuuu1111

初めて挑戦しますが、勝ちたいです。（Hamuuu1111）
頑張っていいところまで行けるよう頑張ります（komugidazo）

neko41234

E3Noob

mokumon

komugidazo

あずき

夏季オワタ takahoriharu

どんな屁理屈だろうと勝てるパターンがある限り負ける確率は100%ではない
（takahoriharu）
まだまだ初心者だけど全力で勝ちに行きます（わる）
初心者でも勝てるように頑張ります！（カロン）
大会に参加するのは初めてでとても緊張しますが、活躍できるように頑張ります！（お
んたまん）

わる

カロン

おんたまん

kyui

県岐商eスポーツ部 あざらし

バス運転しますよろしくお願いします（CaL）
快適なバスに乗って勝ちたいです。（Tamin）
人生初大会なので、全力を尽くします（sh1vq）

CaL

rizo

Tamin

sh1vq

naruhe

佐賀学園 T taka0820

同じ部活動の仲間です。優勝目指して頑張ります。（T taka0820）
優勝できるように頑張ります（kuromaru）
頑張ります。（あめだま）

batapiy

kuroro335

杉町空秋

kuromaru

あめだま

山本学園情報文化専門学校
高等課程eスポーツ部

するめ

メンバーとのコミュニケーションとりがんばります！（するめ）
このチームで笑いながら試合をする所で色々面白い所があったら突っ込んだりして 楽
しく試合をやってる感じです（NOAsti）
I’ll do my best!（jigglybuffy）

スコーピオン

ヘルアイ

NOAsti

giru

jigglybuffy

鹿屋工業高校eスポーツ部 yutoto256

一戦一戦、ベストを尽くせるよう連携に力を入れていきたい。（yutoto256）

ageha

horisan

daichi

マコト

tama

蛇蠍 snake

行けるところまで行く（snake）
楽しく勝てたらとてもうれしい。いいプレイできたらマジ神！行けるとこまでいくぞい
（Nyankomaru22）
いけるところまで行く！（L）
うちのチームのTOPが何をするのか今から震えが止まりませんw（Cipher Cat）
自分の全力を出し切って勝ちたいです！（バカ抹茶）

Nyankomaru22

L

Cipher Cat

バカ抹茶

笑うおとこたち ryoki24

頑張る！（ryoki24）
狙うは優勝一つ、勝って笑いたい（Mr.TYZI）
い゛ぎだい゛！！！（shion556）
北国から転校してきました。（ツォンゲン）
うまくたちまわりたい（lolおじさん）

Mr.TYZI

shion556

ツォンゲン

lolおじさん

大阪電通大高校
Vader

jin4142

チームみんなで頑張ります。（jin4142）
頑張ります。（hyuzu1441）
頑張ります。（Yuya0617）
一生懸命頑張ります。（kaito0124）
足を引っ張らないように頑張ります（a2nex）

hyuzu1441

Yuya0617

kaito0124

a2nex

大阪電通大高校
ガンガンガンク

romanohu

一生懸命がんばります！（romanohu）
一生懸命頑張ります！（ALivyu）
ガンガンガンクで頑張ります。（souta0714）
ガンガン頑張ります。（ituki1123）
頑張ります。（shuenoaisha）

ALivyu

souta0714

ituki1123

shuenoaisha

大阪電通大高校
ワンワンワーウィック

shiori0709

ワンワン泣かされないように頑張ります。（shiori0709）
頑張ります。（kumawotatakuminn）
全力で頑張ります（remiriateitoku0924）
頑張ります（sol316）
みんなと力を合わせて頑張ります。（feelu0204）
死なないように頑張ります（nobunobu1008）

kumawotatakuminn

remiriateitoku0924

sol316

feelu0204

nobunobu1008

豚に走る Ve1NXL

初心者ばかりですが、がんばります（Ve1NXL）

pntcx01

nagaokawataru

じゅいち

マペット

hiro4484

馬車と勇敢な後輩たち サイン

頑張ります！（サイン）
頑張ります（数の子）
頑張ります（HOLO）
予選は突破したいです（秘伝のたれ）

馬車納豆

数の子

タコさん

HOLO

秘伝のたれ

夜薔薇の剣 apubd0315

codeyuumas003

野良犬のネコ

kaifuji1210

kumatti1207

gisezaki3000s

野菜生活 黒島

1位目指して頑張ります！（黒島）
諦めずに全力を尽くす！（咲）
手加減してください（Noel）
精一杯頑張ります！（gomaponzu）

咲

REN

Noel

omatu

gomaponzu

立修館ｅスポーツ部
＋コーチ★

mattyarate015

立修館ｅスポーツ部の設立時メンバーであるOBコーチと現１年生のチームです。一度
は勝ちたい！！そんな思いでみな頑張っています。（mattyarate015）

pietoro6and9

taro13579

yukiu326

point956


