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ゲー研 NN大賞 

文責：1192 

 

 ポケモンにはニックネーム(NN)をつけることができます。通常はひらがなカタカナアルファベット

で全角 5文字までつけることができますが、北米版、ドイツ語版など海外版のソフトであれば半角 10

文字までつけることができます。 

 もちろんニックネームをつけずに、種族名そのままで育てる人もいます。逆に、わざわざ 5 文字以

上のニックネームをつけるために、海外版のソフトを使ってポケモンを入手するような凝った人まで

います。(海外版のソフトはインターネットでの買い物等で比較的簡単に入手できます。) 

 この記事では、会員の付けたニックネームの中から選別したものを挙げていきます。(選定・部門分

けの基準は私の独断と偏見です。)ノミネートされたものの中で、自己推薦されたものには本人からの

コメントを、他の会員からの推薦のものには推薦した会員からのコメントを載せておきました。 

 

○かっこいい部門 

厨二心がくすぐられるカッコいいニックネームです。 

HN 種族名 ニックネーム コメント・解説 

1192 サザンドラ Acrux みなみ十字星の一等星より。 

＠ ルギア Blue-Fall BW1 末期で、BW2 での「フリーフォール」解禁を

夢見て、［ようき］「フリーフォール」ルギアを乞食

したときの NN。名前は八景島にある最大スケール

のフリーフォールから取ってきて、ルギアが青いこ

とにもマッチ。しかし、オチとして「フリーフォー

ル」が復活しなかったのが残念でならない。 

しゅいげつ プリン タナトス この顔でタナトスｗｗｗ (ラスカル) 

リィズ コバルオン Corvette 軍艦の艦種の名前より。 

ランターン ランカスタ 爆撃機の名前より。 

rimo ランドロス ガルム 存在がチート (デリバ) 

害悪 (ラスカル) 

対戦した幾多もの新 2年生を絶望に追いやってきた 

ポケモン (1192) 
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○かわいい部門 

思わず頬がゆるんでしまうようなかわいいニックネームです。 

HN 種族名 ニックネーム コメント・解説 

＠ エルフーン こびをうる 見た目から。 

カポエラー あっちゃん AKB48の前田○子の顔文字が 

（  ∵  ） 

だったので、真ん中に寄せればカポエラーに似てる

から。 

リィズ バンギラス パンチラす かわいい NNでしょ。 

ニョロトノ おもらし ｛あめふらし｝だからね。 

キングドラ 01045 タツノオトシゴに引っ掛けて「おとしご」と読む。

数字 5文字のNNは第 5世代では付けられないので、

第 4世代産じゃないとこの NNが付けられない。 

メタグロス △・×・△ かわいい NNでしょ。 

グラードン UreruOppai 地震で「揺れる」らしい。何が揺れるかはお察し。

「熟れる」とも掛かっているという専らの噂。 

 

○おもしろい部門 

繰り出された瞬間吹き出さずにはいられない面白いニックネームです。 

HN 種族名 ニックネーム コメント・解説 

デリバ ラムパルド ごくつぶし フィールドに存在するだけで相手を煽ることが出来

る素晴らしい NN。 

Tst トリトドン TDN 略称のトドンを子音のみ表記した。深い意味はない

TDNニックネーム。 

サンダー やまだ さんだー→山田ー→やまだ 

ラスカル ウルガモス バタフリー おめでとう バタフリーは ウルガモスに 進化し

た 

M.O アリアドス しんかして 悲壮感溢れるニックネーム。 (ラスカル) 

リィズ ウルガモス おーまいが Oh, 舞 蛾ッ！ 

ドータクン DTくん 深い意味はない。 
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○沸く沸く部門 

「面白い」をも超越する、「沸いてる」ニックネームです。 

HN 種族名 ニックネーム コメント・解説 

しゅいげつ 

 

カイオーガ (i) 「しおふき」するから。 (＠) 

カッコｉｉNNですね！！ (リィズ) 

ドーブル ふでおろし ハイセンス。 (リィズ) 

デリバ キングドラ ぜんぬき まさかの｛スナイパー｝「きあいだめ」キングドラ。 

会員曰く、「デリバ氏のグドラは特性が読めない。」

とのこと。 

Tst メタグロス あまえ 鉢巻グロスの火力は甘えた後出しを許さない 

Ｆ サイドン ラテツ 画面を見ずに NN選択してるらしい (1192) 

 

○アニメ部門 

元ネタの中でも人気の高かったアニメネタのニックネームです。 

HN 種族名 ニックネーム コメント・解説 

1192 サクラビス yozuca* 歌手より、「サクラ」つながりで。 

ユキノオー あとべ ほうら、凍れ。 

ラッキー ついてない ラッキーマンより。 

ハッサム Shu-Akai 名探偵コナンの赤井秀一から。 

赤井は黒の組織に「Silver Bullet」と呼ばれている。 

＠ ピッピ RX-78-XX ガンダムピクシーの型番。 

サンダー JunManjome 遊戯王 GXの万丈目サンダーから。 

メタグロス ゲイナー 『メタルコート』を持っていたから。 

（キングゲイナーOPでメタルフルコートって叫ぶ） 

たまごん ヒードラン MagmaDiver アニメ版エヴァのサブタイトルより。 

ドーブル Kudryavka わふーっ！ わふーっ！（訳：クドは犬っぽくてか

わいいですよね。頭を撫でてあげたい。） 

リィズ ユクシー タケシー ユクシーは細目。細目と言えばタケシ。アニポケ DP

でも、タケシはユクシーと心を通わせます。 
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○身内ネタ部門 

ゲー研会員を元ネタにしたニックネームです。 

HN 種族名 ニックネーム コメント・解説 

1192 グライオン gil-lo-tin 某会員へのリスペクトを込めて。 

たまごん ボルトロス Vol-lu-tin 某先輩に愛をこめて 

＠ 

 

ギラティナ Gallatinium エキシビジョンで vsガ○ティンがあるときに、煽る

ために用意した個体。シナジーはほとんどないが、

この 2 体を採用するところから構築をわざわざ始め

たのだが、結果的に当日の勝率がやたら高い構築に

なっていた。 

モロバレル gallatinpo 

ナッシー tamagonasi タマタマ＋ナッシーと、たまごんの要素を詰め込ん

だ NN (＠) 

じわじわくる。 (リィズ) 

ヤミラミ やせい むかし五世代 GS の vs ガ○ティン戦で、｛いたずら

ごころ｝と間違えて、特性性格個体値全てが適当で、

努力値無振りヤミラミを使ってしまったが、何故か

ヤミラミが、「ねこだまし」を決めるわ「おにび」で

相手を圧迫するわの大活躍でガ○ティンに勝ってし

まい、“野生のヤミラミ事件”として語り継がれるこ

とになった。その事件の記念で、以後ヤミラミの NN

が“やせい”固定になりましたとさ。 

たまごん ヤミラミ するどいめ 

リィズ ガブリアス ガブリィズ 好青年な NN 

ドリュウズ ドリィズ 
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○秀逸部門 

思わず唸ってしまうような「うまい」ニックネームです。 

HN 種族名 ニックネーム コメント・解説 

rimo カイオーガ ドバァ 2012 五月祭エキシビションで開幕早々に観客を爆

笑の渦に巻き込んだ rimoco'sキッチン (1192) ウルガモス ファサー 

カバルドン ほんとカバ ハイセンス (リィズ) 

513 ニョロトノ こまっけろ 駒場祭のイメージキャラクターの名前 

駒場祭エキシビジョンにふさわしい名前 (＠) 

Tst ネンドール たかいつぼ 煽り性能の高さ。Ｆ宅朝 8時会合 MVP。(ラスカル) 

たまごん テラキオン アッカリン 圧倒的な存在感を出したかった。 

バシャーモ しゅうぞう なんでそこであきらめるの？3 連守るしないと相手

のキングドラは抜けないんだよ！！！  

だから、もっと加速しろよおおおおおお！！！ 

リィズ ハッサム ミドリムシ 色違いハッサムの色は緑。『ラーメン山手』のミドリ

ムシラーメン、食べましょう（私は食べません）。 

カイリキー いろおとこ 色違いらしい。ウホッ、いろおとこ。 

 

 いかがだったでしょうか？ここで挙げたプレイヤーは、普段は対戦をメインにプレイしている人が

中心ですが、対戦だけでなくこういった楽しみもあります。「収集」の幅の広さもまた、ポケモンとい

うゲームの大きな魅力であると言えるでしょう。 

 余談ですが、ブラックホワイト 1と 2で姓名判断師の場所が変わってるの、紛らわしくて害悪極まりない。 


