
NASEF JAPAN MAJOR 
Fortnite Tournament Summer 2021

6月19日 (土) 決勝大会進出チーム



2021/6/19 (土) NASEF JAPAN MAJOR Fortnite Tournament Summer 2021 FINAL

Team 
No.

チーム名 チーム名の読み方
チーム名
略称

プレイヤー名1 (リー
ダー)

プレイヤー名1 学校名 プレイヤー名2 プレイヤー名2 学校名

1 イノシシ舐めんな イノシシナメンナ INS かいけつゾロリ イシシ N高等学校仙台キャンパス かいけつゾロリ ノシシ N高等学校仙台キャンパス

2 二瓶宗教団体 ニヘイシュウキョウダンタイ NSD まる 秋田県立秋田明徳館高等学校 ぐら 神奈川県立川崎高等学校

3 最高の相方と共に サイコウノアイカタトトモニ SAT ﾀｶﾔﾏﾝ is 雑魚 栄徳高等学校 ﾁｬｯｷｰ is 雑魚 広島県立松永高等学校

4 BAHUN バフン BHN ぽにぃ 茨城県立常陸大宮高等学校 こるせあ 熊本市立千原台高等学校

5 安城卍會 アンジョウマンジカイ VA あくとん 安城学園高等学校 van 益田東高等学校

6
ますてぃふ山田＆kail

カービン
マスティフヤマダアンドカイ

ルカービン
mak ヒママママ 青池学園高等学校

決め打ちアシスト感じる
そうちゃん

青池学園高等学校

7 五里押嶺玖獅愛 ゴリオシレクシア LXA LEXIA 双剣 北海道恵庭南高等学校 code002.ヒカテリア 栄徳高等学校

8 漆黒の堕天使 シッコクノダテンシ SDT Rugi N高等学校柏キャンパス Grim
秀明大学学校教師学部附属秀明八千代

高等学校

9 すーぱーきらきら星人 スーパーキラキラセイジン SKS 眠れる森のちゆ
ヒューマンキャンパス高等学校大

宮学習センター
眠れる森のしゅがー

ヒューマンキャンパス高等学校福岡
第二学習センター

10 Loddoaimしか勝たん ロッドエイムシカカタン LAM Kyoryupaka 文星芸術大学付属高等学校 Loddo 栃木県立小山高等学校

11
ハッピーシャチクライ

フ
ハッピーシャチクライフ HSL lekaxx 北海道留辺蘂高等学校 anko0157 北海道留辺蘂高等学校

12
久しぶりのフォートナ

イト
シタシブリノフォートナイト snf GI0120 福井工業大学附属福井高等学校 Yuhi_1225 福井工業大学附属福井高等学校

13 くらしえ クラシエ KRS SIERU御 札幌新陽高等学校 五条悟らない? 静清高等学校

14 SFF シャーマンファイヤーフライ SFF T1_mijumaru 愛知県立犬山南高等学校 Yuu 愛知県立犬山南高等学校

15 HEST02
ヒリュウイースポーツチーム

０２
HE2 FR_ロピ 飛龍高等学校 Mamesora6 梅 飛龍高等学校

16
ジブ娘プリティーあめ

とと〆
ジブムスメプリティーアメト

トシメ
AME Amely 東海大学付属市原望洋高等学校 totot N高等学校

17 マシマシパーシー マシマシパーシー MA2 いけだゆずと 金光藤蔭高等学校 映す価値ありのみるちゃ 阪南大学高等学校

18 チンジャオロース チンジャオロース CHN DELTA Wolvege ルネサンス大阪高等学校 えぴっくろうあいきゅう ルネサンス大阪高等学校

19 カバー早くして カバーハヤクシテ ccc りあむ 湘南工科大学附属高等学校 ばりきうま 神奈川県立西湘高等学校

20 しょころず ショコロズ SR Rozly 大阪府立茨木工科高等学校 Syokomasa 大阪府立茨木工科高等学校

21 TOSHIHIKO LEGENDS トシヒコレジェンズ TL heaveN 福岡県立福岡高等学校 ゅうどん 福岡県立福岡高等学校

22 love and peace ラブアンドピース LAP Chaque 茨城県立東海高等学校 アカウント盗まれたハゲ 宮崎県立宮崎南高等学校

23 だますもっず ダマスモッズ DMZ もず 東京都立大泉高等学校 だまちゃん 鹿島山北高等学校

24 大阪卍會 オオサカマンジカイ OMJ Fujun 5790 ルネサンス大阪高等学校 SOUL210 ルネサンス大阪高等学校

25 ZRGそぞく ゼットアールジーソゾク ZRG rakuru 西宮甲英高等学院 KURORO
クラーク記念国際高等学校横浜キャ

ンパス

26 練乳 レンニュウ RNY かぼん 愛知県立小牧工科高等学校 える 愛知県立小牧工科高等学校

27 ぷやみ プヤミ PYM ぷっぷNatsuki KBC学園 未来高校 yami KBC学園 未来高校

28
鬼に金棒俺らにきび団

子
オニニカナボウオレラニキビ

ダンゴ
KBD PEACH BOY MARIMO 岡山県立津山高等学校 PEACH BOY MIRIM 岡山県立津山高等学校

29 シャイニングコウタ シャイニングコウタ STK マイケルですです 東京電機大学高等学校 勝ったなああ 東京電機大学高等学校

30 漆黒のクレラップ シッコクノクレラップ SKC あにょ 千葉県立沼南高等学校 くれら 神奈川県立川崎高等学校

31 アジア300位 アジアサンビャクイ 300 にっしー 茨城県立結城第二高等学校 こた 大阪電気通信大学高等学校

32 aegis イージス ags Kirbyfanㅎ_ㅎSon1q 豊国学園高等学校 てぃーおーぜっと 豊国学園高等学校

33 夏時間 サマータイム SMT サメに追われる クラーク記念国際高等学校 ykkkkkkkkkki クラーク記念国際高等学校

34 FR プリンアラモード プリンアラモード FRP R‐oba_97 福岡県立八女工業高等学校 KR-FARNESE1431 福岡県立八女工業高等学校

35 39 サンサンキュウ 39 Viino39 愛知高等学校 sanQueen39 享栄高等学校

36 ???/ヒムネダ ヒムネダ HMN 花は咲かなかったあーく 山形県立酒田光陵高等学校 10pa 山形県立酒田光陵高等学校

37 チュパピムニャニョ チュパピムニャニョ CPN りあかもっ！？ KBC学園 未来高校 おさんぽまん KBC学園 未来高校

38 炎舞 エンブ ENB Faz?Mongraal 岡山県共生高等学校 G2 L?tshe 岡山県共生高等学校

39 三本塚gang サンボンヅカギャング 3G simba 愛知県立阿久比高等学校 zelesy 飛鳥未来高等学校

40 レインボー レインボー RBW SHIZUKU 岡山県共生高等学校 おぱしん 岡山県共生高等学校

41 ムツゴロウを許すな ムツゴロウヲユルスナ BUS ロブス太郎 神戸市立科学技術高等学校 ヴィッセル 兵庫県立神戸高塚高等学校

42 狐を纏いし2人 キツネヲマトイシフタリ KMF Sogitya 水戸平成学園高等学校 SBR_ひなな 茨城県立海洋高等学校


