
NASEF JAPAN MAJOR 
Fortnite Tournament Autumn 2021

10月16日 (土) 決勝大会進出チーム



2021/10/16 (土) NASEF JAPAN MAJOR
Fortnite Tournament Autumn 2021 FINAL

チーム
番号

チーム名 ブロック
学校所在地
都道府県

プレイヤー1 名前
（リーダー）

プレイヤー1 学校名 プレイヤー2 名前 プレイヤー2 学校名

1 One For All 関東 東京都 れぃ see. . . 成城学園中学校高等学校 Ruisana. 成城学園中学校高等学校

2 ハイグラマスター 関東 東京都 Ryurai 7
ルネサンス高等学校 新宿代々木キャ

ンパス
err 7

ルネサンス高等学校 新宿代々木キャ
ンパス

3
ヒューマンキャンパ

ス
関東 東京都 Svl chiffon 74

ヒューマンキャンパス高等学校 秋葉
原第二学習センター

かえで
ヒューマンキャンパス高等学校 秋葉

原第二学習センター

4 とろーるしすたーず 関東 東京都 KBM playerrrrr 錦城高等学校 SxB RixAce 東京都立立川国際中等教育学校

5 チームなぬねこ 関東 東京都 FA なぬっとなぬなぬ
クラーク記念国際高等学校 CLARK 

NEXT Tokyo
ΨみけねこΨ

クラーク記念国際高等学校 CLARK 
NEXT Tokyo

6 最強兄弟 近畿 大阪府 るでぃやでぇ ルネサンス大阪高等学校 reefでふ ルネサンス大阪高等学校

7 気合いだけは1位 近畿 大阪府 Rent0n. wrld 999 大阪府立松原高等学校 KotaArt. 大阪府立松原高等学校

8 千里の道も一歩より 近畿 大阪府 かわっかわ響 大阪府立千里高等学校 Twitch piroppa_ 大阪府立千里高等学校

9 たまちゃんず 近畿 大阪府 Kvell すばっとすばるん S高等学校
みつばちこりん星から

きたばちこり
S高等学校

10
ふじりく見てます

か？
近畿 兵庫県 MO_BuuKun-xd- 兵庫県立三木北高等学校 スーパーハイド人 兵庫県立三木北高等学校

11 team じゃがいも 九州・沖縄 沖縄県 Kendrick Lamar χ N高等学校 大 和 魂 N高等学校

12 チロルチョコ 九州・沖縄 鹿児島県 りんごの心にズッキュンえむ 屋久島おおぞら高等学校 運がよく1桁取るゆーた 屋久島おおぞら高等学校

13 Time to win 九州・沖縄 福岡県 Crow Yuki 福岡第一高等学校 Heart.heaveN 福岡県立福岡高等学校

14 VENGEFUl 九州・沖縄 福岡県 Laplace.00. 福岡県立嘉穂高等学校 ZERO_ONE.01. 福岡県立嘉穂高等学校

15 Refine 九州・沖縄 福岡県 RFN Rephlector 福岡県立香椎工業高等学校 RFN Drüfin 福岡県立福岡工業高等学校

16 とーふめんたる 四国 愛媛県 KomA ӝ 愛媛県立松山工業高等学校
俺がかますぜクラッチ

Niki
松山聖稜高等学校

17 ざるうどん 四国 愛媛県 sarusuke-saaantm 国立愛媛大学附属高等学校 準一級呪師のおうどん 愛媛県立松山工業高等学校

18 猫が好き 四国 愛媛県 かるまふぁーすと 愛媛県立新居浜工業高等学校 Rad Lance 7 愛媛県立新居浜工業高等学校

19
Pake&Mr.FreshAsia

n
四国 香川県 ΞSATSUNAIΞ 高松第一高等学校 PWR Spiral 香川県立坂出工業高等学校

20
短所がわかれば長所

が光る
四国 高知県 JINMENFISHJF 高知県立大方高等学校 JINMENDOGJD 高知県立大方高等学校

21 トロッコマン 中国 岡山県 DX SUSI輪刀 精華学園高等学校 岡山校 大爆殺神ダイナマイト 精華学園高等学校 岡山校

22 男里里 中国 岡山県 ArkMaron  ӝ 倉敷鷲羽高等学校 ArkNagi ӝ 倉敷鷲羽高等学校

23 ココきゅ 中国 広島県 レムきゅ 崇徳高等学校 çocoa N高等学校

24
すないぱーれしゅー

ちゅー
中国 広島県 輝く一番星 しおんだぉ 広島県立可部高等学校

輝けない一番星 りれい
だぉ

広島県瀬戸内高等学校

25 脇汗パラダイス 中国 島根県 Lunatic.ごりすく 島根県立宍道高等学校 Lunatic.sword 出雲北陵高等学校

26
パワランは脅しの道

具じゃねぇ
東海 愛知県

俺は学校が忙しいから競技でき
ねぇ

デンソー工業学園 NG SelnP 安城学園高等学校

27 Padゴリ押し 東海 愛知県 XhabaharuX 愛知高等学校 かりんとちゃ 栄徳高等学校

28 Yukka 東海 愛知県 hikatyanmann 愛知県立佐屋高等学校 Siva Yukki 大同大学大同高等学校

29 ぱんぽて 東海 三重県 しおんだお 三重県立稲生高等学校 naga15miniaran09 大橋学園高等学校

30 ヨッツーとしろりー 東海 静岡県 JAM ヨッツー 御殿場西高等学校 cls sirxly ӝ 御殿場西高等学校

31 Special beaver 北海道・東北 岩手県 AXCIL 頑張れく 岩手県立黒沢尻工業高等学校 nqineはプリキュア34 岩手県立黒沢尻工業高等学校

32
帰ってきたイノシシ

舐めんな
北海道・東北 宮城県 policy_rt N高等学校 仙台キャンパス NG VECTOR7 N高等学校 仙台キャンパス

33
AIMアシストしか勝

たん
北海道・東北 北海道 もおぉ 北海道札幌真栄高等学校 1kuna of Lexes 北海道札幌真栄高等学校

34 おじ3 北海道・東北 福島県 Wave Marsh 97 福島県立福島商業高等学校 Aleruya13 福島東稜高等学校

35
北の暴れん坊精神年

齢5歳の2人
北海道・東北 北海道 1boxMr.村造77 北海道清水高等学校 1boxMr.onk1d77 北海道帯広農業高等学校

36 ボイこん 北信越 新潟県 みーたんの奴隷こんげ 第一学院高等学校 新潟キャンパス 灰の魔男ぼいす 新潟県立新潟工業高等学校

37
たばてぃーチルドレ

ン
北信越 新潟県 TC amber琥 新潟県立新潟工業高等学校 TC 白兎 新潟県立新潟工業高等学校

38 にょ～んの使い手 北信越 新潟県 ToriSon 炎 上越高等学校 壱番隊隊長Muddler 新潟県立上越総合技術高等学校

39
きゅうりを愛するも

の
北信越 長野県 S.だいまる 長野県須坂創成高等学校

対戦ありがとうござい
ました 荒

長野県須坂高等学校

40 ドンヨリーヌ 北信越 富山県 SameRene 富山国際大学付属高等学校 NataRene 富山県立富山工業高等学校


