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応募総数 427 作品から 95 作品が一次審査通過 
 

日本ゲーム大賞 2020「アマチュア部門」二次審査結果発表！ 
 

14 作品が最終審査へ！ 
 

最終審査の結果は 8 月 19 日(水)に発表予定！ 
 

日本ゲーム大賞(Japan Game Awards)では、アマチュアクリエイターが制作したオリジナルゲームの中から優れた

作品を表彰する日本ゲーム大賞 2020「アマチュア部門」の一次審査ならびに二次審査を実施し、最終審査へ進む

14 作品が決定しました。 
 

今年のテーマは、指定した音を聴いていただき、その音から連想する作品を制作するという設定で募集した結果、

427 作品が集まりました。 
 

審査は、ゲーム開発者や業界誌編集者などの審査員で行われ、プレイ映像を視聴する一次審査で 427 作品か

ら 95 作品が選出。その後、試遊による二次審査で 14 作品が最終審査へ進出しました。 
 

なお、最終審査は、日本のゲーム業界の一線で活躍しているクリエイターや業界誌編集長が行い、本年のアマチュ

ア部門の受賞作品が決定されます。受賞作品は 8 月 19 日(水)に発表する予定です。 

 

 

                 【アマチュア部門 最終審査進出 14 作品】       ※作品タイトル 50 音順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ゲームタイトル 学校名 制作者・チーム名 プラットフォーム

アマズル 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 アマズル パソコン

ウォーターキャリー ECCコンピュータ専門学校 雨天決行 パソコン

OVEROIL CRABMEAT ECCコンピュータ専門学校 CRAB パソコン

クラビティ HAL東京 ON PRODUCTION パソコン

至高のからあげ職人 ECCコンピュータ専門学校 名も無き職人たち パソコン

ShakaBomb トライデントコンピュータ専門学校 ShakaBomb パソコン

スプラッチュ HAL大阪 sabaEater パソコン

Diver 日本工学院専門学校 田中組 パソコン

ネコナミ郵便局 HAL東京 ふらいどぽてと パソコン

バブルパフ 名古屋工学院専門学校 ダランディ製菓 パソコン

bluem 名古屋大学 jack パソコン

ボルカノン HAL東京 ボルカノン パソコン

ミチなる間欠泉 HAL名古屋 ProjectGG パソコン

れでぃおの大脱出 HAL大阪 ぎゃば パソコン
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■ 日本ゲーム大賞 2020「アマチュア部門」 審査概要 
 

□ 一 次 審 査： 『プレイ映像の視聴審査』  
プレイ映像の視聴審査により、二次審査作品を決定(2020 年:427→95 作品)。 

 
□ 二次審査 ： 『試遊審査』 

一次審査を通過した 95 作品を審査員が実際に試遊し、コンセプト、完成度、 
技術力の 3 つの視点で評価。  
最終審査へ進む、作品を選出します(2020 年:95→14 作品)。         本日発表! 

 
□ 最終審査 ： 『最終試遊審査』  

本日発表した 14 作品全てを業界誌編集長やトップクリエイターにより、 
二次審査と同様の選考基準を元に再度試遊。 
最終審査員の審議による最終受賞作品を決定。           8 月 19 日(水)発表! 

 
□ 発 表： 「大賞」（1 作品）、「優秀賞」と「佳作」（各該当数）を発表します。 

 
東京ゲームショウ 2020 ONLINE 会期中              9 月 26 日(土)発表! 

URL：https://tgs.cesa.or.jp/ 

 
 

■ 二次審査通過 14 作品の紹介動画を日本ゲーム大賞 公式ホームページで公開中！ 
 

http://awards.cesa.or.jp/prize/prize_03_02.html 
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■一次審査通過 95 作品 一覧                   ※作品タイトル 50 音順  ※赤字は個人エントリー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲームタイトル 学校名 制作者・チーム名 プラットフォーム

アーリーインパクト 神戸電子専門学校 窓際ワークス パソコン

ICE WIZARD HAL名古屋 PROJECT_ICE WIZARD パソコン

揚げの湯 神戸電子専門学校 Gust パソコン

油塗りの姫神 ヒューマンアカデミー秋葉原校 油塗りの姫神プロジェクト パソコン

雨音迷路 HAL東京 雨音迷路管理棟 パソコン

雨ガクレ 日本電子専門学校 怠獣 パソコン

アマズル 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 アマズル パソコン

あまもよう アーツカレッジヨコハマ Dpers パソコン

あめいろの旅 京都コンピュータ学院 あめいろの旅制作委員会 パソコン

UMBLADE HAL大阪 UPPER-22 AR・VR

WAVE HAL東京 Folks&Panzer パソコン

ウォーターキャリー ECCコンピュータ専門学校 雨天決行 パソコン

WATILL HAL大阪 共に分かち難く パソコン

エビフライヤーズ エビフライ VS えび天 日本工学院専門学校 エビは寿司派 パソコン

Over Wave 日本工学院専門学校 灰人 パソコン

OVEROIL CRABMEAT ECCコンピュータ専門学校 CRAB パソコン

おちとけ 日本工学院専門学校 ジャックナイフ パソコン

オノマトペ 新潟高度情報専門学校 きらきら パソコン

思い雨 国際電子ビジネス専門学校 六月病 パソコン

OnlyForward 名古屋工学院専門学校 畑島丈 パソコン

回想録 HAL大阪 日本語本当上手Co.,Ltd. パソコン

界面 香川高等専門学校 讃岐GameNジュニア パソコン

Sound of the Dead 専門学校穴吹コンピュータカレッジ 松川裕明 パソコン

からあげ 日本工学院専門学校 へいらっしゃい！ パソコン

河開拓 名古屋工学院専門学校 堀口裕気 パソコン

跫怖島 国際情報工科自動車大学校 チーム跫怖島 パソコン

Glacier HAL大阪 チーム：Glacier パソコン

クラビティ HAL東京 ON PRODUCTION パソコン

Crazy Laboratory 国際電子ビジネス専門学校 VR先輩とゆかいな仲間たち パソコン

コロコロステーキ ヒューマンアカデミー秋葉原校 チームサイコロステーキ パソコン

Surreal HAL大阪 SwampOkoze パソコン

鮭 大阪市立大学 トロッコ パソコン

シェイク　スプラッシュ 新潟コンピュータ専門学校 シェイクスプラッシュ製作委員会 パソコン

シェイクガール!! ECCコンピュータ専門学校 松尾雄介 スマートフォン/タブレット

Jet Delivery 日本工学院専門学校 NRE パソコン

至高のからあげ職人 ECCコンピュータ専門学校 名も無き職人たち パソコン

疾走ランブレラ！！ ヒューマンアカデミー大宮校 疾走ランブレラ！！ パソコン

ShakaBomb トライデントコンピュータ専門学校 ShakaBomb パソコン

シュワットリボルバー ECCコンピュータ専門学校 シュワーズ パソコン

SCOOP HAL名古屋 TEAMDROOM		 パソコン

Strata 東京コミュニケーションアート専門学校 コボリアン パソコン

スプラッチュ HAL大阪 sabaEater パソコン

SpeciLiQ 専門学校デジタルアーツ仙台 FluiDroppy パソコン

墨 HAL大阪 233スミスミ パソコン

ソーダライド 日本工学院専門学校 ふぃっしゅ・あんど・ちっぷす パソコン

Diver 日本工学院専門学校 田中組 パソコン
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ゲームタイトル 学校名 制作者・チーム名 プラットフォーム

Tower of BUBBLE ECCコンピュータ専門学校 mainz パソコン

ChangIce HAL東京 AKAIKE.EXE パソコン

天揚伝 HAL名古屋 新鮮組 パソコン

TRANSFLOW HAL名古屋 TRANSFLOW パソコン

トレジャバーン HAL名古屋 トレジャバーン海賊団 パソコン

DontDrop 行知学園日本語学校 Lakey パソコン

無渡 ECCコンピュータ専門学校 デクリメント村 パソコン

ナゾノギオン HAL名古屋 あんにんどーふ パソコン

ネコナミ郵便局 HAL東京 ふらいどぽてと パソコン

NELADIAN 日本電子専門学校 Mocha Works パソコン

HydroKids HAL東京 さくらぐみ パソコン

儚火 HAL名古屋 Flamme			 パソコン

華 HAL大阪 難易度９ パソコン

Bubble 専門学校デジタルアーツ仙台 ツナ狐 スマートフォン/タブレット

バブルパフ 名古屋工学院専門学校 ダランディ製菓 パソコン

baribari HAL東京 摸魚 パソコン

HeatUP 東京工芸大学 空肌Lab パソコン

ぴたぷち HAL名古屋 Studio おもちゃ箱 パソコン

必殺火消人 アーツカレッジヨコハマ Dチーム パソコン

FakeWorld HAL東京 伝説のAGO パソコン

ふきだすらいむ HAL名古屋 WHC パソコン

Plugma HAL東京 迷走倶楽部 パソコン

Flood HAL大阪 Nines パソコン

ふらっふぃ☆あわー HAL東京 HotaruCraft パソコン

Brankey バンタンゲームアカデミー大阪校 G-Lab パソコン

Freezia HAL東京 かちとり隊 パソコン

bluem 名古屋大学 jack パソコン

Flowria HAL名古屋 313Studio パソコン

FROGOHOME トライデントコンピュータ専門学校 ぺんぎんチーム パソコン

From:Atlas 名古屋工業大学 宮下陸 パソコン

ペンギンスクランブル HAL東京 チームチムチム パソコン

Popping! トライデントコンピュータ専門学校 IT企業 パソコン

POPPIN' DONUTS バンタンゲームアカデミー東京校 Fryers パソコン

BottlePop HAL東京 ポプラボ パソコン

ボルカノン HAL東京 ボルカノン パソコン

ミチなる間欠泉 HAL名古屋 ProjectGG パソコン

南の国から HAL大阪 邪魅魍魎 パソコン

メルロップ ヒューマンアカデミー大宮校 メルロップ パソコン

やまない雨と小さな世界 名古屋工学院専門学校 NEON パソコン

湧者 ヒューマンアカデミー名古屋校 魔王専属水道屋さん パソコン

YGGDRASIL 日本工学院専門学校 TIKGames パソコン

Little Alchemist HAL東京 RAINBOW SEVEN パソコン

リムーバブル HAL東京 チームポッシブル パソコン

Relier HAL大阪 Ranunculus パソコン

Rainy バンタンゲームアカデミー東京校 Rainy パソコン

RainCat 名古屋情報メディア専門学校 川瀬裕大 パソコン

RAINFORCE 東京理科大学 レインフォース パソコン

Let's ふらい! 東京工科大学 人類の涙 スマートフォン/タブレット

れでぃおの大脱出 HAL大阪 ぎゃば パソコン


