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「日本ゲーム大賞事務局」E-mail：awards@cesa.or.jp 

＜報道関係資料＞       2021 年 8 月 10 日 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 
 

応募総数 493 作品から 99 作品が一次審査通過 
 

日本ゲーム大賞 2021「アマチュア部門」二次審査結果発表！ 
 

12作品が最終審査へ！ 
 

最終審査の結果は 8 月 18 日(水)に発表予定！ 
 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（会長：早川英樹、所在地：東京都新宿区西新宿、略称：

CESA）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

2021「アマチュア部門」の一次審査ならびに二次審査を実施。最終審査へ進む 12 作品が決定しましたので、お知

らせします。 

「メビウスの輪」をテーマに、2 月 1 日から募集を開始した結果、全国から 493 におよぶ応募作品が集まりました。 

一次審査は、ゲーム開発者や業界誌編集者によるプレイ動画の視聴を行い、99 作品が選出。その後、二次審査で

は、同じ審査員が試遊を行い、見事 12 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メディアの編集長が行い、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 18 日(水)に発表する予定です。さらに受賞作

品の中から大賞をはじめとした各賞を東京ゲームショウ 2021 ONLINE 会期中に発表いたします。 

                 【アマチュア部門 最終審査進出 12 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

INSEPARABLE HAL東京 I4P3 パソコン

ウニィ研究所 HAL大阪 ※スタッフが美味しくいただきました パソコン

オリヒメ HAL東京 こもへり -Common Heritage- パソコン

鏡娘 HAL大阪 睡眠欲 パソコン

Confettia HAL東京 のんとのぶ パソコン

シロクロコネクト HAL大阪 リスティングの壺 パソコン

DungeonInversion HAL名古屋 ベイビーのひとりごと パソコン

ツキカゲ HAL東京 FMトクシン研究所 パソコン

PARADOGS 早稲田文理専門学校 田之上和億 パソコン

Fractaloop HAL大阪 ねこみみ☆Re:latives パソコン

ReverseRoom 名古屋工学院専門学校 鈴木駿也 パソコン

LUMINO  La ruta naturaL HAL名古屋 てーぶるぱんち パソコン

mailto:awards@cesa.or.jp
mailto:awards@cesa.or.jp


■報道関係者からのお問い合わせ先 

「日本ゲーム大賞事務局」E-mail：awards@cesa.or.jp   

2 

■ 日本ゲーム大賞 2021「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。 

 
□ 二次審査 ： 『試遊審査』 

一次審査を通過した 99 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。                          本日発表! 

 
□ 最終審査 ： 『最終試遊審査』  

本日発表した 12 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 18 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 2021 ONLINE 会期中              10 月 2 日(土)発表! 

URL：https://tgs.cesa.or.jp/ 

 
 

■ 二次審査通過 12 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！ 
 

https://awards.cesa.or.jp/prize/prize_03_02.html 
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■一次審査通過 99 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

RGB 名古屋工学院専門学校 スライミー パソコン

UpSide Down HAL東京 チームF-4 パソコン

アミダイクツ 岡山情報ITクリエイター専門学校 江田 伊織 パソコン

Alter Ego 神戸電子専門学校 ぬるぽ パソコン

UN-MOBIUS HAL名古屋 hologram パソコン

INSEPARABLE HAL東京 I4P3 パソコン

宇宙猫　メビウス HAL東京 NYASA パソコン

ウニィ研究所 HAL大阪 ※スタッフが美味しくいただきました パソコン

UROBOROS HAL東京 HELL廃墟 パソコン

ウロボロスの住処 日本工学院八王子専門学校 リュウノゴトク パソコン

Elf ECCコンピュータ専門学校 三か国同盟 パソコン

Electrony HAL東京 OctaCore パソコン

Oliver HAL大阪 w×2軟骨 パソコン

オリヒメ HAL東京 こもへり -Common Heritage- パソコン

orbbit ECCコンピュータ専門学校 ニンジンさぼり隊 パソコン

神風　- Over Babel - 名古屋工学院専門学校 HolySnow パソコン

Cubius HAL大阪 Notion パソコン

鏡娘 HAL大阪 睡眠欲 パソコン

craCKtriCK HAL東京 4GB パソコン

GoRiLLAND ECCコンピュータ専門学校 ごりらんどぉ～ パソコン

ころだま物語 トライデントコンピュータ専門学校 ふんころっと パソコン

Confettia HAL東京 のんとのぶ パソコン

THE ROAD TO SURVIVAL-生還への道- 日本工学院八王子専門学校 チームサバイバル パソコン

さーくるのまるくん 東京コミュニケーションアート専門学校 〇活 パソコン

サイカイテン 総合学園ヒューマンアカデミー 株式会社FOREST パソコン

THELOOPER 日本工学院専門学校 ウーパールーパー パソコン

シアタ―メビウス 日本工学院専門学校 海底飛行機666 パソコン

しきさい HAL名古屋 ワンチーム パソコン

Jump×Time 東京情報クリエイター工学院専門学校 時を駆ける跳躍 パソコン

Joker 北海道情報専門学校 ねじりパン パソコン

シロクロコネクト HAL大阪 リスティングの壺 パソコン

ZUSSY UNIVERSE HAL大阪 メガラセブンスリー パソコン

Stetzel ルウプ王女と星屑の子ら HAL大阪 ASOBIBA パソコン

SPOOK 東京電機大学 KELP EATER パソコン

Small Inversion 日本電子専門学校 K1J4 パソコン

TURN TURN TURN 日本工学院専門学校 ロタシオン パソコン

TurnOver HAL名古屋 狂乱の宴~Midnight parade~ パソコン

TaGroove HAL大阪 RAMtoROM パソコン

DungeonInversion HAL名古屋 ベイビーのひとりごと パソコン

チューズ 日本工学院専門学校 CTM パソコン

Twist & Puzzle HAL東京 8xperience パソコン

Twinst 名古屋工業大学 NITMic パソコン

ツキカゲ HAL東京 FMトクシン研究所 パソコン

DJ.YOSHIのノリノリナイトクラブ HAL大阪 ぎゃば パソコン

TealthS 新潟コンピュータ専門学校 ティールス パソコン

テンチデアワセ ECCコンピュータ専門学校 肝心脾肺腎 パソコン

ともしびのせい 東京工芸大学 スズラン パソコン

TRANS-E 日本工学院専門学校 クジャク帝国 パソコン

TRICK ROOM 国際情報工科自動車大学校 チームいい感じ 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

ねじリング HAL名古屋 HALOHALO パソコン

BIRD WAR HAL東京 死神の逆位置 パソコン

ハッカーワッカー HAL名古屋 Team Carrot パソコン

果てしない旅路 名古屋工学院専門学校 柴田　大樹 パソコン

PANEL PLANET 専門学校未来ビジネスカレッジ みるくちー パソコン

PARADOGS 早稲田文理専門学校 田之上和億 パソコン

ヒトフデナイツ 大阪成蹊大学 チームヒトフデナイツ パソコン

Biri Biri Chain 日本工学院専門学校 動物愛好家 パソコン

Fractaloop HAL大阪 ねこみみ☆Re:latives パソコン

BRAKING HAL大阪 あかん優勝してまう！ パソコン

Paper Island ECCコンピュータ専門学校 King J パソコン

PENGUINQUEST HAL名古屋 ペンクエ制作委員会 パソコン

僕、メビウスの輪を拾った HAL東京 游雨達 パソコン

ボクとキミとトワの世界 名古屋工学院専門学校 坂東陸 パソコン

Magical Gear Tile ECCコンピュータ専門学校 Factory Worker パソコン

マッスルラン 国際電子ビジネス専門学校 チョコットピグSACSO パソコン

ミッドナイト∞コール HAL大阪 世紀末覇者トリちゃん パソコン

ミツとりハチビー～ボクみんなのためにガンバル物語～ ECCコンピュータ専門学校 ホットケーキ パソコン

無限回廊 トライデントコンピュータ専門学校 田中翔太 パソコン

無限ロードと反転姉妹 総合学園ヒューマンアカデミー AA パソコン

MEGAVIUS HAL大阪 CoffeeBreak Software パソコン

MECLUN HAL東京 FirstClass パソコン

Mobius 大阪大学 平田直輝 パソコン

Mobius Scenery HAL東京 ハシビロフェイス パソコン

Mobius Shooter HAL大阪 One Top パソコン

めびうす島漂流記 バンタンゲームアカデミー Re:cycle パソコン

メビリンス 河原電子ビジネス専門学校 TOY パソコン

メモリアル HAL東京 UNIMATE パソコン

MELO'S HAL東京 UNIRECT パソコン

Monochrome Conversion ECCコンピュータ専門学校 MOTT パソコン

モノクロラビリンス 北海道情報専門学校 NoB パソコン

Mobiusu ECCコンピュータ専門学校 ピンポイント パソコン

Run 名古屋工学院専門学校 syunG パソコン

REINCARNATION 新潟コンピュータ専門学校 REINCARNATION パソコン

REVERITY 京都コンピュータ学院 惑星調査団 パソコン

ReverThief アーツカレッジヨコハマ SIKAF パソコン

Rebirth 東京工科大学 于　宗祺 パソコン

リバースアドベンチャー 国際情報工科自動車大学校 ペーパークラフターズ パソコン

ReverseRoom 名古屋工学院専門学校 鈴木駿也 パソコン

ReviveR ECCコンピュータ専門学校 イカロスダッシュ パソコン

Relief HAL名古屋 Keep trying パソコン

RuInfinity ECCコンピュータ専門学校 無限遺跡調査隊 パソコン

Loop Inversion ECCコンピュータ専門学校 URLD パソコン

LoopJoin 岡山情報ITクリエイター専門学校 常松優奈 パソコン

ループバレット 総合学園ヒューマンアカデミー ゲーム開発局ファースト パソコン

LoopBreaker HAL東京 春驀進王 パソコン

RoomikHotel HAL東京 Friend×Friend パソコン

LUMINO  La ruta naturaL HAL名古屋 てーぶるぱんち パソコン

ROBOX∞ ECCコンピュータ専門学校 ロボ工房 パソコン

ロボトイ 専門学校未来ビジネスカレッジ snowdrop パソコン
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