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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 FAV gaming 所属のけんつめし選手へのインタビューを行いました。
けんつめし選手はクラッシュ・ロワイヤルに人生を捧げ、世界で初めてスマートフォンゲー
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覚悟の物語をお聞かせいただきましたので、ぜひご覧ください。
また、GAME STAR において、はじめてのプレゼントコーナーを作りました。
これからも読者の皆さまに喜んでもらえる企画を考えていきます。
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4 人の戦士が挑んだクラロワリーグアジア
――今回は『クラッシュ・ロワイヤル（以下、クラロワ）
』

まで作ってきました。
――実力をしっかりと証明してプロになったということで

のプロであるけんつめし選手に、クラロワリーグアジアで

すね。2v2 でコンビを組んでみての感想は？

の戦いぶりなどを伺いたいと思っています。まずは 2019

わからないことをちゃんとわからないと言ってくれるのでや

シーズン 1 を振り返ってみて、今の想いを聞かせてください。

りやすいです。試合で勝つためにはあらゆるカードを使える

日本には私の所属する FAV gaming を含めて 4 つのチー

ようにしておかなければいけないのですが、当然知識が足り

ムがあるのですが、プロ活動に専念する選手が増えたこと

ないカードも出てくるわけです。そういうときに「使ったこ

でプレイのレベルも熱意

とがないからわからへん」と

も上がったと感じました。

ちゃんと認めるんですよね。そ

昨季は学校と並行してプ
ロ活動をする選手もいた
のですが、今回は全試合
が韓国で行われるという
事情もあったので休学し
て打ち込んでいましたね。
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臥薪嘗胆の日々を経て、
いざ世界へ
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臥薪嘗胆の日々を経て、
いざ世界へ

ていると思います。
――シーズン序盤は同じタイ
ミングで施設カードを切った
りして、連携がまだまだと思
わせたところもありましたね。

れた 2018 年のクラロワ

ただ週を追うごとに 2 人のや

リーグアジアとは、状況

り取りが洗練されていること
も見て取れました。

ね。

「あのミスをしたら次はないぞ

そのため韓国に滞在する

（笑）
」と今は練習中から言い

チームとチームに日本か

合っています。きたっしゃん

ら毎回渡航するチームに

選手も最初は私の意見を聞く

別れ、私たちは毎回日本

ばかりでしたが、最近は「け

から渡航していました。

んつこそちゃうやろ」と言い

移動が結構大変でしたね。

返してきます。そのセリフを

クラロワをプレイできな

聞いたときはうれしくなりま

い時間もあったので。た

したね。ここまで来てくれた

だ移動しながら話しをし

かと。キャリアなどは一切関

たり、帰路では反省会を

係ない世界ですからね。

したりとチームメイトと密なコミュニケーションを取るこ
とはできたと思います。

――FAV gaming の一員としても急成長しているのですね。
続いても新加入だったJACK選手について聞かせてください。

――続いてはチームメイトについて聞かせてください。ま

クラロワのグローバルランキングで日本人初の 1 位を獲っ

ずは 2v2 でコンビを組んだ新加入のきたっしゃん選手から

た男ですね。ホグライダーというカードをメインにしたオ

お願いします。

リジナルデッキ『2.6 ホグ』を駆使して頂点に駆け上がっ

「目的を遂げるために苦心し、努力を重ねること」
。

関西出身の盛り上げ役で、人懐っこい性格なので加入して

たラダーモンスター。プレイングを見せてもらったんです

この四字熟語が似合う人間も、そうはいないだろう。

すぐに距離が縮まりました。やや自信がなさそうなところ

が、私からしても異次元と思うレベルでしたね。ただどち

男の名はけんつめし。

も見せるのですが、内に秘めた闘志がある努力家ですね。

らかというとあまり目立ちたがらない性格なので、前シー

どこまで熱いプロの言葉とともに、振り返るのはクラロワリーグアジア 2019 シーズン 1。

実は去年もプロを目指していたそうなのですが、獲得トロ

ズンのプロ選考会の前に声をかけたときは「ないかな」と

フィー数が低すぎて声がかからなかったそうなんです。そ

断られました。

れが悔しかったようで 4900 トロフィーから一気に 7400

でも改めて今シーズンのプロ選考会の前に話しをしてみた

トロフィーまで上げて、世界ランキング 35 位という実績

ら即決だったんです。クラロワリーグアジアやクラロワ

しかし彼の目は、さらにその先を見据えていた。
Photo / Junpei Ishikawa Text / Shingo Morita
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ので、いい感じのコンビになっ

――日本でも試合が行わ

が一変していたわけです

Interview

うするとレクチャーもはかどる
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リーグ世界一決定戦を見て感化されたようで、強豪選手と

自分だけ良ければいいという気持ちは持たない方がいいで

は関係なく、YouTube に動画をアップして楽しんでいる

戦いたいと思うようになっていたんですね。

す。私も今季になって気づけたんですが、自分がチームに

感じでしたね。

対してなにができるかを考えるようになりました。
「自分

それでも発売日からの 3 ヵ月で 1000 時間プレイしていま

――JACK 選手の正確無比なプレイングは、同じ人間とは

ならこのデッキを教えられる」とか、人にアドバイスでき

した。同棲していた彼女に「ゲームばっかりして」と別れ

思えないですよね（笑）
。

ることはチームにとってプラスしかない。KING OF THE

を告げられても「楽しいんだよ」って返すほど（笑）
。姉

JACK 選手はプレイングの上手さももちろんですが、思っ

HILLを1人で突破するのもカッコいいと思うんですが、
やっ

の結婚式以外は全部やっていましたが、地力はそのなかで

たことをズバズバと言ってくれるのもいいところ。私と真

ぱりチームで勝つことが一番です。

高められたのかなと。

逆のプレイスタイルなので、たくさんの学びと刺激をも

例えばチームが 2v2 で負け続けて課題になっているとき、

らっています。

1v1 の選手も思ったことがあったら言ってほしいんです。

でも JACK 選手ほどの実力者でも、クラロワリーグアジ

JACK 選手に「もっと俺たちのことを怒ってほしい」とい

アを経験すると課題が見つかるんですよ。デッキ構築や事

う話をシーズン中に何度もしました。みんなで勝とうよと。

日本初のお笑い芸人プロゲーマーが誕生
――楽しさのあまり生活が変わるほどプレイしたスプラ

前の準備、試合に対する意気込

私はキャプテンなので率先してア

トゥーンですが、改めてのめり込んだ魅力を教えてください。

みなどテクニカルなものからメ

ドバイスをするようにしています

倒す倒されるだけでない、“塗る”という要素が大きいです

ンタルの部分まで。とくにシー

が、肩書とか気にせず声を上げて

ね。相手を倒さなくてもチームに貢献できるところ。床を

ズンの序盤は取り組みの甘さで

ほしいと思っています。

塗った面積が広いほうが勝ちという、誰が見てもわかりや

で、今後に向けてのいい薬に

――目指すはチームとしての勝

とがない人でもたくさんプレイしているというのがすべて

なったと思います。

利、ですね。まとめ役は大変だと

を物語っていると思います。

すいルール。私もそうですが、FPS や TPS をプレイしたこ

負けてしまった試合もあったの

思うのですが、ここまでの自分自
――試合で勝つためにはプロと

身を振り返っていかがですか？

――老若男女がすべて入り込めるゲームはなかなかないで

しての成長も必要なわけです

チームメイトやスタッフに聞け

すよね。そんななか『スプラトゥーン 2』ではプロゲーマー

ね。では続けて 3 人目、昨シー

ば「頑張っているよ」と言ってく

として活動していくことになるわけですが、どんな経緯が

ズンから苦楽を共にしてきた

れると思うんですが、圧倒的な結

あったのでしょうか。

DANI 選手はどのような選手で

果がついてきていないのでまだま

ス プ ラ ト ゥ ー ン 2 が 発 売 さ れ る 少 し 前 に『PUBG

すか？

だ、もっと追い込まないとダメだ

（PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS）
』など

口数は少ないのですが、チー
ム最年長ということもあって
背中で引っ張ってくれる選手。
『SLAM DUNK』で例えると

けんつめし

流川楓ですね。きたっしゃん選

FAV gaming / Red Bull Athlete

臥薪嘗胆の日々を経て、
いざ世界へ

が話題になって、
「e スポーツ」という言葉が広まってきて

とくにチームには世界一を獲った

いました。その流れでスプラトゥーン 2 も競技シーンが活

男もいますから、そういった選手

発になると思ったので、私自身もその輪に入っていたいと

とともに戦っていくためには自分

思い、交流のあったプレイヤーに声をかけて Libalent に

自身にも誇れるものがほしい。私

話を持ちかけました。

の方がプロとしての経験はあるの

手に負けない練習の虫で、クラ
ロワの基礎的な部分においてもプロのなかでは誰よりも理

でメンタル面のアドバイスはできるのですが、やはり技術

――2438 選手が立ち上げたチームだったのですね。

解が深いと思います。ただ応用とか瞬時の判断が苦手なの

面も磨いていきたいですね。

ただチームのメンバーは上手な選手が揃っているんです

で、今季はそういった部分を意識して練習してもらいまし
た。勝負勘を付けるにはマルチがうってつけで、相手も負
けてトロフィーを失いたくないのでガチの戦いになるんで
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なと感じます。

記録に残る試合、記憶に残る試合

すよね。最近はそういった環境でもしっかりと結果を出し

――圧倒的な結果という意味では、シーズン佳境の

ているので、シーズン 2 が楽しみです。

Week6・Bren Esports 戦。KING OF THE HILL で

チームとして戦う大切さ

思うのですが。

――けんつめしさんから高いプロ意識を感じますが、クラ

と思っていたのですが、いきなり私ときたっしゃん選手が

ロワのプロに必要なものはなんだと思いますか？

2v2 で完封されてしまいまして。そのうえ相手に挑発まで

クラロワリーグアジアが始まってから思うようになったの

されて、今思い出してもえげつない状況でしたね。それで

は、チームとして戦うことの大切さですね。団体戦なので

も頼みの綱の JACK 選手が 1v1 で星を取り返してくれたの

GAMESTAR Vol.25 | AUG.2019

が、実はぼくが一番ダメでして（笑）
。スマブラのときは
ゴリゴリの選手だったのですが、スプラトゥーンは「楽し
む」が先にあったので、頭を選手に切り替えるところで苦
戦しました。

の崖っぷちからの 3 連勝は、まさに圧倒的なものだったと
あの試合は……、順位的にもチームに黒星を付けたくない

9

けんつInterview
めし
できました。

キャプテンとして「最後は自分がなんとかするから心置き

ここで対策デッキに勝てたことで気

なく自分の戦いをしてこい」と、チームメイトに安心感を

持ちもさらに高ぶって、
「俺は誰に

与えたいから。

も止められない !」という感じでし

でも……そう考えると、やっぱりあの 3 タテは完遂できてよ

たね。そして 3 試合目も勝ち切って

かったですね。自分の殻を破れたんじゃないかと思います。

3 タテが完成しました。あの追い詰
められた状態で冷静にデッキの判断
ができたのは大きかったですね。

――チームとともにキャプテンも成長していく。見事な相
乗効果が生まれているので、今からシーズン 2 が楽しみで
すね。

BAN だけでは止められない
チームを目指して

公式の世界大会はシーズン 2 の結果が反映されると思うの

――スポーツ選手がよく使う「ゾー

前にいる選手たちを全員ぶち抜くという気持ちでオフも猛

ン」に入っていたわけですね。

練習します。

シーズン 1 ではどのチームよりも成長できたと思います。
で、シーズン 1 で得た学びを生かして出場できるように、

Week7 の OP GEMING 戦 で は、
KING OF THE HILL で ス パ ー

――シーズン 2 での逆襲、大いに期待しています。今回は

キーが BAN されましたが、想定内

けんつめし選手の熱い気持ちに触れることができてうれし

だったのでしょうか？

かったです。

私を含めてチームの全員が心のなか

クラロワへの情熱をもっと周囲に伝えていかないといけな

でほくそ笑んでいました。意識して

いんですよね。1 人で盛り上がっているだけではいけない

くれたのならありがたいと。

ので。なぜ燃えているのかを言うと、みんなうなづいてく

そ の 試 合 ま で FAV gaming の

れるんですが。

KING OF THE HILL に お け る

そうは言っても義務感ではなく楽しみながらプレイしてい

BAN の標的は JACK 選手だったん
で、
「KING OF THE HILL で逆転するぞ」ともう一度気

の選び方に方向性やテーマはあるのですか？

です。ホグライダーでしたりアイスゴーレムでしたり、彼

持ちを奮い立たせました。

直近の試合で使っていないカード、相手のなかに使ってく

の得意な「2.6 ホグ」に入っているカードを縛り付けてい
――力強いまとめの言葉、しっかりと受け取りました。頼

るイメージがなさそうなカードを優先しています。ゴブリ

たのですが、ここに来て BAN の矛先が私に向いたんです

――しかし KING OF THE HILL でも Bren Esports の

ンジャイアントとスパーキーも日々の練習以外ではあまり

よね。これはもうもらうしかないということで「ジャック、

れるキャプテン率いる FAV gaming が世界と戦う姿が楽

2v2 の一角である Manong Jhipee 選手が立ちはだかり

使っていなかったのですが、いろいろなデッキに幅広く対

のびのびとプレイしよう」と送り出したところ、見事に相

しみです。今回はありがとうございました。

ます。DANI 選手と JACK 選手が討ち取られ、もう後がな

応できるという強みがあったんです。練習を通してそのメ

手のエースである X-Bow Master 選手を討ち取ってくれ

いという状況でけんつめし選手に出番が回ってきました。

リットに誰よりも早く気づけた。でも自分以外は気づいて

ました。

あっという間に 2 人がやられてしまったんで、日本中のク

いない。そういった自負があったので 3 連投しようと決め

ラロワファンは「FAV、万事休す」と思ったんじゃない

ました。

でしょうか。でも私は「けんつめしならやってくれる」と

――BAN カードひとつでチームがガラリと変わるのですね。
私はどんなカードを BAN されてもいいように準備をして

思っているという気持ちを持って試合に臨みました。過去

――思い切った手のように見えましたが、普段の練習が

います。BAN の対象がまた JACK 選手に戻るようでした

に崖っぷちを打開した経験があったので、
「いけるいける」

あったからこそ打てたわけですね。

らほかの選手も生きますし、対戦相手に怖さを植え付ける

と自己暗示もかけていましたね。

でもやっぱり 1 試合目は緊張しましたね。接戦の末になん

という意味ではこの 2 試合はすごく噛み合いましたね。

とか勝ち筋を見つけられて、それもマルチでの練習を繰り
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るので、これからもけんつめしに、そして FAV gaming
から目を離さないようにしてください !

――そんな大一番に持ち込んだゴブリンジャイアントとス

返していたからこそ最後のワンチャンスを見つけることが

Bren Esports 戦の 3 タテは自分にとって初めてのこと

パーキーを組み合わせたデッキも話題になりました。クラ

できたと思っています。2 試合目は相手もエレクトロウィ

だったので思い出深いですが、
「して当たり前」という選

ロワリーグアジアでは BAN カードもありますが、デッキ

ザードを入れるなど対策してきましたけど突破することが

手になりたいです。それはカッコつけでもなんでもなく、

GAMESTAR Vol.25 | AUG.2019

Kentsumeshi Profile
クラロワリーグアジア開催前から
クラロワのプロとして活躍してい
る第一人者。YouTubeを通して
クラロワのプレイングや自身のプ
ロ論などを発信し、シーンの活
性化にも余念がない。そういっ
た活動が実を結び、現在はスマ
ホゲーム界初のレッドブルアス
リートとしても活動している。趣
味の料理も玄人はだしの腕前。
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号
ース番
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TOKYO GAME SHOW 2019 SOFMAP EXCLUSIVE ITEMS

1
11-W

夏の特大イベント、TOKYO GAME SHOW
2019 に脚を運んでみてはいかがでしょうか？
夏といえば TOKYO GAME SHOW ！様々な企業がエンター
テイメントの展示を行う、いわば「ゲーム業界の 1 年で最も熱
い日のひとつ」です。ソフマップは「TOKYO GAME SHOW

2019 限定 プロゲーミングチームグッズ」を今回のためだけに
制作しています。チームユニフォームなどが代表的なゲーミング
チームのグッズですが、今回ソフマップは T シャツやタオルな
どを販売する予定となっています。今後の情報は、ソフマップ

eSports Studio AKIBA Twitter アカウント（https://twitter.
com/eSportsAKIBA）をチェック！

開催情報

会場：幕張メッセ
会期：一般公開日2019年 9月14日（土）〜 9月15日（日）10:00~17:00

出展ブース番号 : 11-W16 (9-11ホール：物販コーナ)
1月に開催された「闘会議 2019」でのソフマップブースの様子。
プロゲーミングチームのユニフォームをはじめとしたグッズがずらり。

SPECIAL CAMPAIGN

TOKYO GAME SHOW 2019 ソフマップブースで
プロゲーマーサイン入りグッズが貰える！
！
新兵えす

はくとん

JUPITER ストリーマー

先着順！

JUPITER Fortnite 部門

本誌をブ
ースで
見せるだけ
！

GAME STAR×ソフマップ プレゼントキャンペーン
JUPITERのはくとんや新兵えすなど、
プロゲーミングチーム所属の人気プレイヤーのサイン入りグッズをプレゼントします！

《応募方法》
GAME STAR Vol.25の実物をソフマップブースの担当
スタッフに見せて、希望するグッズをお伝えください。

・本キャンペーンは先着に達し次第、終了いたします。あらかじめご了承ください。
・本キャンペーンのご応募は、お一人さま、1回限りとさせていただきます。2 回目のご応募以降は無効となります。
・コピーや写真等、実物以外の持ち込みは無効です。
・不正応募が発覚した場合は、予告なしに応募を無効とさせていただく場合があります。
・本キャンペーンの内容につきましては当社の都合により予告なく変更・終了する場合があります。

ソフマップが TOKYO GAME SHOW 2019 に出展！

プロゲーミングチームの限定グッズを販売!
今年も気がつけば梅雨が明け、気の遠くなるほどの暑さが訪れた。
幕張メッセでは毎年恒例である、TOKYO GAME SHOW 2019 が開催され、
ソフマップブースでプロゲーミングチームの限定グッズの販売が決定した。
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GAME STAR VOL.25 PRESENTS
今月のプレゼント

GAME STARとゲーミング製品メーカーのコラボ企画！！
QRコードから簡単なアンケートに答えて豪華プレゼントをもらっちゃおう！！

mimimamo

COUGAR

ボロボロになったヘッドホンも蘇る!
1セット
1名様

タフでシンプル！
安定した操作をサポート
COUGAR MINOS XT
COUGAR BUNKER

5名様

mimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー L (黒)
mimimamoはヘッドホンのイ

ゲーミング向けに設計された

ヤーパッドに装着して、汗・脂の

COUGAR MINOS XT

べたつきや蒸れによる不快感を

はPMW3050光学セン

解消する「夏の必須アイテム」
。

サーを採用し、DPIを最

長時間ヘッドホンを使用するゲー

大4000DPIまで調整可

マーと相性抜群な「抗菌・防臭

能。スピード、精度の微調

加工」や「吸湿・速乾性に優れ

整やRGB照明は理想的なカ

ソフトな肌触りの素材」を使用し

スタマイズを実現。

ていて、耳とヘッドホンを保護。

COUGAR BUNKERは形状や重さで安定感を高める従来の

わずか0.5mmの生地は水洗いが

マウスバンジーとは異なり「真空吸着パッド」を搭載し軽量化

可能で音質・付け心地・清潔感

を果たした独自な一品。コンパクトでクールなデザインはゲーミ

まるごとGOOD。

ングデスクのワンポイントにも。

輝くゲーマーにフォーカスするeスポーツマガジン
[ゲームスター ]
Vol.25

https://gamestar.tokyo

プレゼント応募方法
今月のGAME STARはいかがでしたか？
あなたのご意見、ご感想をお聞かせ下さい。
アンケートに回答された方の中から抽選で、ご希望の
賞品をプレゼント！ QRコードから、アンケートにお答
えいただければ応募完了となります。

ABOUT GAME STAR
《発行部数》紙面13,000部 / ダウンロード10,000部
40都道府県110店舗以上で配布
日本で唯一のeスポーツフリーペーパー

アンケート回答ページ

《注意事項》プレゼントの当選は、製品の発送を持って代えさせて頂きま
す。プレゼント内容に変更がある場合がございます。ご了承下さい。ご
応募して頂いた個人情報の取り扱いは、プレゼント当選時の発送に利
用させて頂きます。回答内容は、本紙のマーケティング資料や今後の企
画などに使用させて頂く場合がございます。

GAME STAR
Vol.25

AUG.2019

馴染みの友達や、新たな出会いがそこにあり、
きっとあんたを歓迎してくれる。

けんつめし選手インタビュー

「酒場」でみんなが待っている！

ハースストーンを通して、
さらなる楽しみを体験しよう！

ハースストーン「炉端の集い」ウェブサイト

https://firesidegatherings.com

「燃えよ！炉端の集い！」炉端の集い サポートプログラム開催中！
炉端の集いに参加したり、新たな酒場の主人としてデビューするいいチャンスだ！
「燃えよ！炉端の集い！」では、参加者に配布できる日本限定グッズを提供し、
今まで以上に酒場の主人と女将をサポートするんだ。
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