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ゲーム大好き駆け出し声優が今日も明日も遊んじゃいます！
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オンラインゲームやアナログゲーム、サバイバルゲームだって
何でも体当たりで挑戦中!!
もちろん、声優活動も行います！
ゲームやコスプレもコメント次第で色々挑戦するんです！
どんな放送の内容になるかは皆さんの応援によって変わってきます！
是非、視聴しながら番組へご参加下さい！

Design
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憧れの舞台を夢見る《ニューヒロイン》

HATSUME選手インタビュー
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経験者未経験者問わず、これから世界を変えられるサー
ビスを作りたい仲間をエイプリルナイツは探しています。
とにかく面白いことをカタチにしたい方は弊社担当者ま
でご連絡をお待ちしております！

WEBサービス
企画運営

システム制作
支援事業

ヴァッさんマルちゃんの
ハースストーン食事会④

e-Sports
関連事業

編集記

は 、仲 間 を 探 し て い ま す 。

【お問い合わせ先】採用/広報 担当者宛
info@april-knights.com

暑くなってきました。
ゲムスタを手に取って頂きまして、ありがとうございます。
今回は女性プロゲーマー特集ということで、たぬかなさんとはつめさんにインタビューを行わせて頂きまし
た。お二人ともとても可愛らしく、魅力的な方なのはもちろんなのですが、プロゲーマーになった経緯も面
白いのでそちらにもご注目下さい。
日本eスポーツリーグ 2017 Summerが開催中です。リーグに参加するプレイヤーとマネージャーに私がイ
ンタビューを行いました。公式サイトとSHIBUYA GAMEに掲載されています。読むとリーグを更に面白く
観戦できると思いますのでぜひお読み下さい。

APRIL KNIGHTSは、e-Sportsの社会人リーグAfter 5 Gaming Vol.3にて
2連覇を達成しました！ 上の写真は活動の写真です。

WWW.GAMESTAR.TOKYO
※本誌掲載の写真、記事の無断転載および複写を禁じます。

作者：なっちっちさん
@nacchicchi
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めました。そんとき仕事が結構うまくいってて、ちょうど

プロゲーマーになるまで

キャリアアップの試験に受かって、役職みたいなのが上
がって、ちょっと給料も上がってたんですね。
なので、仕事をやめるのはちょっともったいないから、ゲー

――まずは、たぬかなさんがプロゲーマーになるまでの歩

ムはもういいかなって思ってたんですけど、そこで、プロ

みを教えてください。

ゲーマーの話を聞いて、やってみようかなーって思い立っ
て応募しました。

私、建築の学校に通ってました。建築科は男の子が多いん

全然受かると思っていなくて「え、鉄拳やん」
「大阪やん」っ

ですけど、そこでは特に、男の子の間で《鉄拳 6 BLOOD

て感じで、記念に応募しちゃいました(笑)

LINE REBELLION》が流行ってました。友人と一緒にゲー
ムセンターに行った時にやってたりしたので、私もやって
みようと思って始めました。
高校生の時は全体からみれば中堅くらいでしたが、高校生
仲間の中だと一番でしたね。毎週末は鉄拳プレイヤーと一
緒に県外へ遠征してました。徳島全一になったのは高校卒
業したくらい。香川全一の人と対戦したり、遠征先もちょ
くちょく広げていきました。
もともと建築士になりたくて、建築の学校通って卒業して、
設計事務所で働いていたんです。設計していたんですけど、
会社がちょっと潰れてしまって・・・(笑)なので、資格と

――プロゲーマーの募集を見つけたきっかけって何か

かはめっちゃ持っています。

あったんですか

――資格は何を持っているんですか？

鉄拳してる人から「こんなんあったよ」みたいな感じで聞
いて。

クレーンとユンボと危険物も（笑）あと、トレース技能検

親が元々ゲームをあんまり良く思ってなくて。ずっとやっ

定3級と2級建築施工管理技士なんていう履歴書に書ける

てるのに、なんにもならないからなんですけど。
「もう、

資格も持っているんです。二級建築士は実務経験が無いと

24、5歳っていったら、もうそろそろ結婚せなあかん年な

取れないんですけど、会社が潰れちゃったのでとれなかっ

のに、なんでお前はゲームばっかしてんねん」みたいな感

たんです（笑）ただ、3DCADとか使えます。もちろん、

じで。それで「これ通らんかったら、ゲームやめろよ」っ

設計もできます（笑）

て言われてて。
「うん。そうやな。もうそろそろやめて、
結婚するわー」って言ったんですよ。で、通ってしまって

そんな感じで、会社が潰れちゃったので新しい会社を見つ

（笑）

けて、そこで働き出したんです。けど、そこが土日休みじゃ
なかったんですね。鉄拳の大会って土日に行われるんです

――結婚というお話も出ていたんですか？

けど、
「あんま出れんけど、まぁいいか」って諦めていま

最強を目指して闘う《ニューヒロイン》
たぬかな選手インタビュー
(CYCLOPS OSAKA)

男性プレイヤーに劣らない実力を持つことから、国内外にも多くのファンを持つ。
勝ってる時には全力で喜び、負けてる試合では悔しい感情が表情に出てしまう程の負けず嫌い。
そんな闘志むき出しの人間らしい姿が観客を魅了し続けている。
文/写真 ＝ みずいろ
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した。

その時に、結婚しよう、みたいな言ってくれる彼氏がいた

それで鉄拳をあんまりプレイしなくなっていたんですけ

んですけど。私黙って受けに行っちゃって、全て決まって

ど、鉄拳7の稼働が開始して、初めて店舗間のオンライン

から言ったんですよ。激おこですよ（笑）

対戦ができるようになったんです。対戦相手がオンライン
だから、平日でも相手がいるじゃないですか。面白くなっ
て、またやり始めたんですよ。

そりゃまぁ、激おこですよね・・・。
「おまえ、それじゃ俺とゲームとどっち取るんだ」って言
われて「んー、やっぱ人生1回やからやっぱゲームだと思
う。ごめん」って言って。悪いことをしました。

――鉄拳7からオンライン対戦ができて、気持ちが変わっ
ていったと。

――衝撃的なお話ですね。

そうですね、大会とか出たいなーってやっぱ正直に思い始

いやでもホンマにまぁ、やっとかんと後悔するなって思っ
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たんで。それで、仕事も辞めて、来てしまったという（笑）

昼間行ってもオンラインでも対戦相手がいないので、結局

ここまで、自分が高校時代、青春を投げ出してやってきた

夜やらないといけないんです。だから寝る時間が遅くなっ

ことだったので、考えてみたら辞めるっていうことが凄く

てしまって、お肌の調子が…（笑）

重いことだったんですよね。

12時に帰るとマックとかやってるじゃないですか、ポテ

ゲームやってて、良い事っていっぱいあったんですよ。普

ト安いから、食べちゃうじゃないですか！

段関われない色々な年代の人と知り合えて、県外の人と知
――それは自制の問題ですね(笑)

り合えて・・・。
全部やめて、普通に結婚してっていうのは嫌じゃないんで
すけど、色々したいなって思って。

帰り道にあるんですよ！日本橋！

――ご両親はプロゲーマーになるっていうこと自体には

――普段はゲームセンターで練習されてるとのことです

反対しなかったのでしょうか？

が、どういう練習をされていますか？

もう、やるんだったらやると

店舗間のオンライン対戦で練

こまでやれよ、って感じの親

習しています、…そればっか

なんです。
「まぁ、もうプロ

りですね。

ゲーマーってのになれたん

大阪で教えてくれる人が二人

だったら、今まで費やしてき

くらいいるので、呼んでセコ

た時間も無駄にはならんだろ

ンドしてもらったりもしま

う」って。
「とりあえず一旦

す。

やってみろ」って言ってくれ

これいまどうしたらいい？み

ました。

たいな相談をしています。

プロゲーマー
としての生活
――現在のお話をお聞かせ下
さい。プロゲーマーとしてフ
ルタイムで活動してると思い
ますが、一日のスケジュール

最強を目指して闘う
《ニューヒロイン》
たぬかな選手インタビュー

はどんな感じでしょうか？

CYCLOPS OSAKA

TANUKANA INTERVIEW

――どこが一番面白かったですか？

と落ちるなというのはわかってるんです。それは今練習で
補っている所なんですけど。

ちょっと昔ですけど、台湾ですね。台湾は親日の人が多く

ただ、落ちるなって言っても、大会とかで絶対勝てないこ

――たぬかなさんにとって、

て、みんな凄く良くしてくれました。

とはないと思っているんです。勝率三割くらいはあると思

プロゲーマーとはどんな存在

19歳くらいだったんですけど、何にも分からなかった私

うんですよ。そこを五分五分まで持っていって、大会で優

ですか？

にみんなめっちゃ優しくしてくれて、食べ物めっちゃくれ

勝を勝ち取りたいと思っています。もうちょっと自力を付

て「うわあ、めっちゃおいしい！！」みたいな。

けてっていうところでしょうか。

そこからちょくちょくお仕事を頂くようになりました。

鉄拳は大会が少ないので、基本的にどの大会も強いプレイ

みんなにゲームの楽しさを伝

ヤーが勝ち上がってくるんです。

える存在ですかね。
その時の相手はあまり強くなかったので、あまり気負わず
――プロゲーマーとして強く

楽しく「はっはー！」って言いながら、すべてをなぎ倒し

意識していることはあります

てましたね(笑)

厳しいんですけど、やっぱりどこかで優勝したいです。

《たぬかなプロフィール》

か？
練習する時は、夕方の4時くらいからゲームセンターに
行って閉店の12時までやっていますね。大体、8時間くら

名前:たぬかな
職業:プロゲーマー
誕生日:11月21日

あの頃は若かったのでコスプレとかもしましたよ。
強くなることですね。

この頃はう〜ん！若かった(笑)

ちょっと遠いんですけど、行きつけのゲームセンターに配

プロっていう以上、強さ有りきだと思うんですよね。私は

――面白そうですね(笑)最後に、プロゲーマーとして今後

信設備があるので、そこで配信しながら練習させてもらっ

女性だからという理由でプロになってる所が大きいと思っ

の目標を教えてください。

ています。

ているんですけど・・・。

いは練習しています。

腕がめっちゃあって「男でもなれたんちゃうか」ってくら
帰ってからはうまい人たちの動画とか見てます。動画研究

いになりたいんですよね。なので、今実力をつけることを

とかめっちゃします。ついつい、おもしろ動画とか観て…

頑張ってます。

「違う違う！あかんよ！」ってなっちゃうんですけど(笑)

海外大会や国内大会で優勝します。

さがあってこそ、プロだと思っていますので。

めっちゃ行ってますね。

ゲームする時間帯って、20時から22時が多いじゃないで

台湾、中国、韓国、アメリカに行きました。

すか。
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今はともかく実績が欲しい！

寝る時間がそういう時間になっちゃいますね。普通の人が

《大会成績》

2016年

強さがあるって思われたいですね。先ほど言った通り、強

――海外にも行かれてますよね。
大体夜中の3時位に寝てます。ゲームしてるとどうしても

高校時代から鉄拳シリーズをプレイし
始め、2016 年11月にプロゲーミング
チーム《CYCLOPS OSAKA》と契約
し、プロゲーマーとなった。鉄拳では
4人目のプロゲーマーであり、女性プ
ロゲーマーでは 2人目。

その一言です。

鉄 拳7 Fated Retribution THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT
大阪ラウンド 女子1on1部門 鉄拳7 FR 準優勝（シャオユウ）

Douyu U-League 3 The King of World（中国）鉄拳TAG2 優勝（シャ

オユウ、リリ）

2017年
Final Round XX(アメリカ) 鉄拳7 FR 2on2 準優勝 たぬかな（シャオユウ）
/Anakin
Final Round XX(アメリカ) 鉄拳7 FR 9位（シャオユウ）
Combo Breaker 2017(アメリカ) 鉄拳7 FR 3位（シャオユウ）

韓国のトップゲーマーとか、ノビさんに比べるとちょっ
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© 2017 Riot Games, Inc. All rights reserved.

2017年4月29日、
《株式会社コンプ》が18歳の女性ゲーマー

GAME STARの
gamestar_infoにて
COMPプレゼントキャンペーンが開催！

――《TOPANGA LEAGUE》のどこが素敵でしたか？

《HATSUME》とスポンサード契約を行ったことが発表さ
れた。

私がやっていたFPSゲームは、大会の時でも静かで歓声を上

プロゲーマーと言えば、舞台上で華やかな振る舞う姿を想

げる観客はほとんどいなかったんですが、
《TOPANGA

像するが、HATSUMEはアルバイトをしながらプロゲー

LEAGUE》は違いました。多くの観客が試合中に大きな声

マーとして活動するバイト戦士でもある。今回、GAME

で選手を応援していて、試合が決まった時なんかは物凄い歓

STARではHATSUMEのゲーマーとしての歩み、アルバイ

声があがりました。こんなに盛り上がれるゲームってあるん

トと活動の両立の難しさなどを語ってもらった。

だなって。めちゃめちゃ感動したことを覚えています。この

今後、様々な大会に出場していくとの意気込みも語って頂

大会を観て「このゲームやってみたいな」って思ったんです。

いている。彼女のTwitterではEVOへの出場も発表された。
《ニューヒロイン》がどのように成長していくか、今後の
成長にも期待したい。

詳細はGAME STARのTwitterアカウントをチェック！

――昔はチームを組んでFPSゲームをされていたわけで
すが、格闘ゲームは個人戦じゃないですか。その違いはど
のような所にありますか？

――アルバイトをしながら、プロゲーマーとして活動し
ているんですね。

――まず、HATSUMEさんのゲーマーとしての歩みを教

チーム戦は各メンバーに役割があって、メンバーに得意な

えてください。

所があればそこを任せたりして、自分はその与えられた役

スポーツ選手の中でもアルバイトや仕事をしながら、平日

割を果たせば良かったのですが、個人戦である格闘ゲーム

の練習や週末の大会に出ている選手がいます。私はその

初めてゲームに触ったのは幼稚園の頃です。PlayStationを

になると全部自分で考えて、自分でできるようにならない

方々と同じ様に昼間はアルバイトで生計を立てつつ、終

やってました。

といけないので、そういう所で苦労することがあります。

わった後にゲームの練習をして、週末の大会に出場してい

父親がPCゲーマーだったので、私がPlayStationをやって

ます。

いる後ろで父親がPCゲームをやっている、そんな家族で

―― HATSUMEさんは、普段はどのような生活をされて

したね。

いますか？

――HATSUMEさん、今後の活動について教えてください。

ム《WarRock》をプレイしました。FPSゲームなんですけど、

2パターンあります。むしろ、2パターンしかありません(笑)

まずは国内大会で戦えるように、しっかり練習していきま

車やバイクに乗れるステージがあって、その時は乗り物を

1パターン目はお昼くらいに起きて、アルバイトの2時間

す。そしてこれから色々な大会に出たいと思っています。

運転して楽しいって感じでしたね(笑)次第に実力を競い合う

前くらいに起きて、仕事にいって、帰ってからゲームをし

今年はEVO(※)に挑戦しようと思っています。長い目で将

喜びみたいなものを覚えてきて、休みの日は友達の誘いを

て朝方に寝るというパターンです。2パターン目は昼頃に

来のことを言うのであれば海外の大会に出場して活躍し、

断って、夢中でゲームをプレイしていました。

起きてひたすらゲームするパターンです。この日はご飯を

高校2年生までは、色々なFPSゲームをプレイしていて、

食べるのすら手間だと感じるのでこういう日に COMPを

ゲーム仲間とチームを組んでオフライン大会に出るなどの

飲んでます。

小学校にあがって3年生くらいの時に初めてオンラインゲー

経験もしました。高校2年生の終わり頃、当時やっていた

FPS ゲームのモチベーションが下がっていたんです。そ

皆さんに認められるようになりたいと思っています。
(※)EVOとは「Evolution Championship Series」の略称でアメリカ最大級の格
闘ゲーム大会のことである。日本のみならず世界中から有数の強豪プレイヤーが
参戦する。

――どのくらいゲームの練習を行っていますか？

の時にe-sports SQUARE AKIHABARA で行われていた
《TOPANGA LEAGUE》というウルトラストリートファ

アルバイトで長い練習時間を確保できない日もあるのです

イターIVの大会を観て、めちゃめちゃ感動したんです。そ

が、最低でも毎日1、2時間は触る様にしています。仕事

れをきっかけに格闘ゲームに魅力を感じて、現在はスト

が休みの日は合計で9、10時間くらいは練習しています。

《HATSUMEプロフィール》
名前：HATSUME(はつめ)
職業：プロゲーマー・イベントMC
誕生日：8月27日

リートファイターⅤをプレイしています。

オンラインゲーム公式配信や、ユーザー
主催大会配信のMCを務める。
ストリートファイター Vをメインタイト
ルに活動中。

――どのような練習をしているのでしょうか？

憧れの舞台を夢見る
《ニューヒロイン》
HATSUME選手インタビュー
18歳の女性プロゲーマーの誕生というニュースはSNS上で大きな話題となり、
瞬く間に世界を駆け巡った。
《ニューヒロイン》の誕生だ。
文/写真 ＝ みずいろ
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トレーニングモードやランクマッチ(※)で練習しています。
苦手なキャラクターの克服をしたい時は CPUにそのキャ
ラクターをやらせて練習したりしています。練習の時に決
めていることがあるんですけど、1時間の内、45分はプレ
イして、残りの15分は振り返りや動画で勉強などをして
います。その他にはお風呂入っているときに上位プレイ
ヤーの対戦動画を観たりもしています。
（※）ランクマッチとは、世界中のプレイヤーとネットワーク対戦を行い、リーグ
ポイントによるランキングを競い合うゲームモードのこと。

【大会出場履歴】
渋谷カジュアル Vol7 ストリートファイターⅤ 3on3 優勝【地球制圧作戦】

Tokyo Offline Party 3on3 大会 ベスト 32【406 ゴジキャミィ】
【イベント MC】

2015 年 NEXON 公式配信 カウンターストライクオンライン
2016 年 Overwatch Championship Series インタビュアー
2016 年 Overwatch Playing Party 運営 / 解説

お店情報

Ark Box
東京都世田谷区北沢 3-25-1MT ビル 3F

TEL 03-6804-9507
12:00 - 24:00（LO 23:00）火曜定休
（12:00-17:00 ランチタイム）

ハースストーンとは？
about Hearthstone

スマホやPCで遊ぶことが出来るBlizzard
Entertainment 社のオンライン構築型カード
ゲーム。全世界で7000万人が遊んでいる。
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