たて !!
とれ ート
リポ

イベントの
中でひとき
わ輝いたイ
のヒトが集ま
カス号！ 多
るのは、や
く
っぱり楽し“
イカ”ら！

日

烈

戦

トーナメントは2ラインでスイスイ進行！
人気ブキと戦術には変化アリ！
今大会は、1回戦と2回戦はイカス号とイカス屋

3回戦からは
すべてイカス号で
激突!!

台で並行して行われ、3回戦からはイカス号のみで
進行。DAY1、DAY2ともに逆転での決着が多い
波乱の展開となったのだが、 中でも会場を盛り上
げたのは、“愛用のブキを誰よりもうまく使う”選手
たちの活躍だ。 渋めのチョイスの14式竹筒銃・甲
で相手をバシバシ倒す選手や、 フデ系のブキで縦
横無尽に駆け回る選手などがウデマエを見せつけた。
ほかにも、ハイパープレッサーとボムピッチャーの
合わせ技で相手を追い込むなど、 新たな戦術も観

メッセ
ジャンプフェスタ選抜大会 in 幕張

大会

各地区の代表を決める戦いも、 いよいよラ
ストスパート！ 北へ南へと駆け回ったイカス
ッセへやって来た。 今大会は“ジャンプフェス
タ2018”に合わせて2日間開催され、各日のト
ーナメントで2組の代表チームが決定。イベン
ト会場内でのバトルという、 ほかとは少し違
うムードの中で行われた大会の模様をお届け！

立つ
やっぱり目

イカス号！

誰もが思わず なる！
塗りたく

甲子園にガツッとフィーチャーし、
選手やお客さんをたっぷりと紹介す
る公式ファンブックが登場！ 参加し
たイカはもちろん、 応援したヒトに
とっても思い出に残る1冊に！
書名：スプラトゥーン甲子園2018 公式ファンブック
発売：2018年3月発売予定
価格：1500円＋税
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勝 チーム
D AY 1 イ カ ス 号 優

！
杯”もお披露目
カ
イ
金
“
証
の
全イチ

クは
C・Dブロッ
イカス屋台

時代

会場内のいちブースという形での試合でも、 選
手たちの高い熱量はいつものまま。 新たなチャレ
ンジャーや、ほかの地区で涙を飲んだ再エントリー
組による激闘が展開した。 そのまわりには、 序盤
は甲子園を見に来たヒトだけが集まっていたが、
盛り上がりに引き寄せられ、 観客の輪はだんだん
拡大。 どのブースよりも目立つほどのヒトだかり
ができた。イカス屋台では本作の体験会も開催され、
1時間以上もの待ち時間が出る盛況に。これをきっ
かけにバトルの楽しさに目覚め、 新たにイカの仲
間入りをするヒトも出てくることだろう。

チームメンバーにインタビュー

メンバー

・いぐ

・ポポンS

・丸太枯渇事件簿

・そらそう

決勝戦
（最終試合）
のブキ＆ギア構成

ホクサイ
N-ZAP85
プライムシューターコラボ

⬆開幕の前には、全国大会の覇者に贈ら
れる“金イカ杯”が披露された。全イカの
頂点に立つチームは、果たして ……。

ナイス

勝 チーム
D AY 2 イ カ ス 号 優

♪

祭

・さい♪

・まつり

・オクラ

・いかっふぇ

.52ガロン
パラシェルター
ボールドマーカー
スクリュースロッシャー

ジャンプフェスタ選抜大会インプレッション

！
仕込みは万全 重視
インパクト チームも
の

©DWANGO Co., Ltd. ©2017 Nintendo

チームメンバーにインタビュー

メンバー

決勝戦
（最終試合）
のブキ＆ギア構成

今大会はVer.2.1.0のアップデートによる調
整が大きな影響を与えた。地形が一部変化した
ガンガゼ野外音楽堂とタチウオパーキングでは、
さっそくスロープやインクレールを活用した立
ち回りを見せる選手が多かった。ブキでは、塗
り能力の低下でパラシェルターが減少する一方
で、N - ZAP85が台頭。複数の選手がこのブキ
を持つチームも多く、 インクアーマーでの味方
のサポートに加え、持ち前の機動力の高さを活
かして、攻めと塗りの両面で大活躍していた。

⬆2ライン同時のスピーデ
ィーな進行。 選手たちは
バランス調整にも柔軟に
対応し、いずれも熱戦に。

Q：チームのブキ編成について教えてください。
A：メンバーがどのブキを使えるかを考え、それに合わせ
てどう戦うか戦略を立てて、編成を決めました。
Q：ホクサイを使っていますが、その強さとは？
A：素早く動き回り、相手の注意を集めるのに優れている
点です。 チームで連携し、 ホクサイが注意を引きつけた
相手をほかの味方が倒す、という流れを狙っていました。
Q：全国決勝への意気込みをお願いします！
A：こうして地区代表となったので、全国では優勝を目指
してがんばりたいです。

N-ZAP85

新しいイカがたくさん増えるカモ？
バトル＆体験会どちらも大にぎわい！

⬅見たら塗りたくなる! ? 別の
出展が目当てだったヒトたちも、
観戦や体験会をエンジョイ！

スプラトゥーン甲子園の
ファンブックが登場！

ナイス

モードはナワバリバトル1試合（準
決勝・決勝は2試合先取）
ステージは、初期8ステージの中か
らランダムで決定
ブキ・ギアは各大会の前日時点で使
用できるものの中から選択可能
Nintendo Switch Proコント
ローラーを使用し、カメラオプショ
ンは設定可能

号は関東圏へと進み、 つぎなる舞台の幕張メ

選手たちもお客さんもみんなノッてる！

客から注目されることとなった。

は
A・Bブロック 号
イカス

Q：大会を振り返って、いかがですか。
A：最初は不安でしたが、勝つにつれてチームに勢いがつ
いて。4回戦勝利時には優勝できそうだと感じました。
Q：ハイパープレッサーの命中率が印象的でした。当てか
たのコツやポイントなどを教えてください。
A： けっこう前からハイパープレッサーを使っていて、
徐々に相手の動きが読めるようになってきました。 それ
でどう撃てばいいかがわかり、命中率が上がりました。
Q：全国決勝への意気込みをぜひ！
A：ここまで来たら絶対に勝ちたいですし、優勝します！

大会スケジュールをチェック！
優勝チーム

開催日

開催地区

優勝チーム

2017年9月24日
（終了） 東海地区

開催日

開催地区

理論上 / イノセンス

2017年
12月16日・17日
（終了）

ジャンプ
フェスタ選抜

キャンピング時代キタコレ
/ さくら♪イカ祭り

2017年10月15日
（終了） 東北地区

東北特許許可局許可局長

2017年10月29日
（終了）北海道地区

ばぼにゃんず†

2017年11月4日
（終了） 近畿地区

万事屋 / フレンズ

2017年11月23日
（終了） 中国地区

爆熱ヌロワンヌの一族

2017年11月26日
（終了） 四国地区

A.S.kids！

2017年12月3日
（終了） 九州地区

帰ってきたSPC / ガリガリーズ

2017年
関東地区
12月23日・24日
（終了） （予備予選）
2018年
1月20日
2018年
2月10日・11日

オンライン代表決定
トーナメント

－
－

闘会議2018にて、
全国決勝大会が開催！

全国決勝大会に向け
詳しくは特設サイトをチェック！➡ http://site.nicovideo.jp/splatoon2018/
各地区代表が出そろう！

！
地区大会のリポートは2018年1月18日発売号に掲載
次回予告：2017年12月23日・24日に開催された関東
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