
株式会社テレビ東京（本社︓東京都港区、社⻑︓⼩孫
茂）、株式会社電通（本社︓東京都港区、社⻑︓⼭本 敏
博）は、高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola
STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019
（読み︓コカ･コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイ
スクール チャンピオンシップ）/以下、STAGE:0』は、
全国7地区でのブロック代表決定戦を終え、8月14日・
15日に開催する決勝大会の出場校と対戦カードが決定い
たしました。

また、eスポーツイベントとしては初となる千葉県浦
安市「舞浜アンフィシアター」での決勝大会の開催にあ
たり、豪華ゲストの来場も決定しました。

大会公式サイト（https://stage0.jp）では、7月24日
（水）15時より観覧申込の受付（先着順）を開始してお
ります。

テレビ東京開局55周年特別企画
Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019

2019年7月25日
STAGE:0 eSPORTS High-School

Championship 実⾏委員会

8月14日・15日 決勝大会の詳細を発表
全7ブロックの代表校と対戦カードが決定

公式サイトにて観覧申込受付中、当日は豪華ゲストたちの来場も︕

高校生eスポーツ甲子園「STAGE:0」第1回大会

全1,475校、1,780チームの頂点へ︕決勝大会へ進む全国7ブロックの代表が決定︕

「STAGE:0」は、eスポーツ競技の発展と世界で活躍する日本人選手の輩出を目指し、本年からス
タートした国内最大級のeスポーツ高校生大会です。第1回大会となる今年のエントリー総数は全1,475
校、1,780チーム、4,716名 ※ となりました。

６月より順次開催された全国７ブロックでの代表決定戦にはたくさんの方々にご来場いただき、すで
に多くのドラマが生まれています。7月20日（土）に⾏われた関東ブロック代表決定戦をもって、各地
での激戦を勝ち抜いた代表校が出揃いました。同日全試合が終了した後、決勝大会での対戦組合せ抽選
会を実施し、舞浜の地で対戦するトーナメントが決定いたしました。

※ 2019年6月18日集計。「クラッシュ・ロワイヤル」「フォートナイト」「リーグ・オブ・レジェンド」3部門へのエントリー数合算。



決勝大会に来場した⽅にはステッカーをプレゼント︕

特製フォートナイトステッカー

決勝戦の会場では、ご来場いただいた皆様に各タイトルの来場者特典として、クラロワ ステッカー、
特製フォートナイトステッカー、リーグ・オブ・レジェンドのクリアファイルをそれぞれプレゼントい
たします。

クリアファイル（全8種）クラロワ ステッカー

決勝大会の会場には、「STAGE:0」の大会アンバサダーを務めるアンガールズの田中卓志さん、み
ちょぱの愛称で親しまれる池田美優さんのお2人に加え、大会スペシャルサポーターのアルコ＆ピース
さん、大会応援マネージャーの日向坂46（参加メンバーは後日発表）の来場が決定︕運命の戦いを前
にした高校生選手の皆さんを、全⼒で応援します。

決勝大会の来場ゲストを⼀挙公開︕⼀流の実況・解説者やプロチームも大集結︕

リーグ・オブ・レジェンドクラッシュ・ロワイヤル

eyes さん
実況 解説

Revol さん

フォートナイト

平岩 康佑 さん
実況 解説

リテイルローの
おじさん

「STAGE:0」
大会アンバサダー

池田 美優 アルコ＆ピース

「STAGE:0」
大会スペシャルサポーター

「STAGE:0」
大会応援マネージャー

田中 卓志
（アンガールズ）

日向坂46
（参加メンバーは後日発表）（テレビ東京アナウンサー）

鷲⾒ 玲奈 角谷 暁子

さらに決勝大会の実況・解説を、それぞれ第一線で活躍する以下のメンバーが担当することが決定い
たしました。一流の実況・解説者たちが、全国屈指の高校生チームのスーパープレイを分かりやすくお
伝えします。また、クラッシュ・ロワイヤルのゲーム配信で人気のきおきおさん、プロゲームチーム
CRAZY Raccoonのメンバーも来場し、高校生の皆さんの熱い戦いを盛り上げます。

岸 大河 ドズル きおきお さん
実況 解説 応援団⻑

CRAZY
Raccoon

ゲスト

※ 当日は日向坂46メンバーによる歌唱・ダンス等のパフォーマンスの予定はございません。あらかじめご了承ください。



テレビ東京系列にて「STAGE:0」特別番組を放送︕

放送日時︓9/1（日）22:00-23:40

テレビ東京開局55周年特別企画
Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-SchoolChampionship 2019 予選（仮）

テレビ東京開局55周年特別企画
Coca-Cola STAGE︓0 eSPORTS High-SchoolChampionship 2019 ファイナルステージ（仮）

放送日時︓8/18（日）16:00-17:00
※再放送︓8/22（木）・8/29（木）26:35-27:35

5月から約3ヵ月にわたって熱戦を繰り広げる本大会の様子を、8月と9月
にテレビ東京系列の特別番組として放送いたします。eスポーツの舞台で闘
志を燃やす全国の高校生たちの姿を取り上げます。ぜひご期待ください。

放送予定日時は下記のとおりです。

決勝大会のライブ配信が決定︕歴史的瞬間を⾒逃すな︕

Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019 FINAL STAGE 決勝大会
＜ライブ配信日程＞
8月14日（水）10:15〜19:30 / 8月15日（木）10:15〜18:30
※配信時間は当日の進⾏により多少前後する可能性がございます。

＜ライブ配信チャンネル⼀覧＞
■TOKYO eSPORTS HIGH! Powered by テレビ東京（YouTube）︓
https://www.youtube.com/c/TOKYOeSPORTSHIGH
■TOKYO eSPORTS HIGH! Powered by テレビ東京（Twitch）︓
https://www.twitch.tv/tvtokyo
■Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019（大会公式Twitter）︓
https://twitter.com/stage0_jp
■SPORTSBULL（スポーツブル）︓
別途公式HPおよびTwitterにて発表いたします。

8月14日（水）、15日（木）の決勝大会の様子をライブ配信いた
します。「TOKYO eSPORTS HIGH! Powered by テレビ東京」の
YouTube/Twitchチャンネル、「STAGE:0」公式Twitter、イン
ターネットスポーツメディア「SPORTSBULL（スポーツブル）」に
て配信予定です。会場に足をお運びいただけない皆さまも、ライブ
配信を通じてぜひ「STAGE:0」の熱戦をお楽しみ下さい。

7月24日（水）15時より、大会公式サイトにて決勝大会の観覧申込受付を開始︕

7月24日（水）15時より、大会公式サイト（https://stage0.jp/）にて、決勝大会の観覧申込の受付
を開始いたしました。⼊場は無料ですが、会場の座席数が限られているため、観覧の事前予約を受付い
たします。定員に達し次第、受付を終了いたしますのでお早めにお申し込みください。

Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-SchoolChampionship 2019 大会公式サイト
https://stage0.jp/



＜開催概要＞
■ イベント名称︓Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019 FINAL STAGE 決勝大会

■ 主催︓ STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019 実⾏委員会（テレビ東京・電通）
協⼒︓Epic games, Riot games, Supercell
後援︓一般社団法人 日本eスポーツ連合 （JeSU） 、オンラインゲーム・eスポーツ議員連盟、

日本経済新聞社、千葉県教育委員会、浦安市、浦安市教育委員会
トップ・スポンサー︓日本コカ･コーラ株式会社
ゴールド・スポンサー︓Indeed Japan株式会社、ロート製薬株式会社、KDDI株式会社、日本サムスン株式会社

プロジェクトパートナー︓株式会社サードウェーブ
オフィシャルＰＲパートナー︓株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
オフィシャルサプライヤー︓Bauhutte、HyperX、XPERIA

■ 日時︓ 2019年8月14日（水）、15日（木）
■ 会場︓舞浜アンフィシアター（〒279-8512 千葉県浦安市舞浜２５０）

■ 概要︓

Coca-Cola STAGE:0 2019 FINAL STAGE 決勝大会 実施概要

<会場イメージ＞

【Day1】8月14日（水)
・9:30 開場
・10:15〜 1日目 開会
・10:35〜 フォートナイト OPENING
・11:00〜 フォートナイト FINAL STAGE （３マッチ）
・14:00〜 フォートナイト 表彰、ENDING
・14:35〜 クラッシュ・ロワイヤル OPENING
・14:55〜 クラッシュ・ロワイヤル FINAL STAGE 予選
・18:10〜 クラッシュ・ロワイヤル FINAL STAGE 決勝
・19:15〜 クラッシュ・ロワイヤル 表彰、ENDING
・19:30 1日目 閉会

【Day2】8月15日（木)
・9:30 開場
・10:15〜 2日目 開会
・10:30〜 リーグ・オブ・レジェンド OPENING
・11:00〜 リーグ・オブ・レジェンド FINAL STAGE 予選
・15:15〜 リーグ・オブ・レジェンド FINAL STAGE 決勝
・18:00〜 リーグ・オブ・レジェンド 表彰、ENDING
・18:30 2日目 閉会

※ タイムテーブルは変更となる可能性がございます。



クラッシュ・ロワイヤル決勝大会 トーナメント表

■CLASH ROYALE（クラッシュ・ロワイヤル）
「クラッシュ・ロワイヤル（通称︓クラロワ）」は、最大8枚で構成されるキャラクターのカードデッキ

を駆使し、3分間の戦闘中、自分のタワーを守りつつ敵のタワーを攻める、戦略性の高いリアルタイム対戦
型ゲームです。

昨年には世界規模のeスポーツプロリーグ「クラロワリーグ」を⽴ち上げ。昨年12月に幕張メッセで開催
された「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」は、2時間ほどでチケットが完売。また、昨夏インドネシア
で開かれた「第18回アジア競技大会」でも公開競技としてクラロワが採用されるなど、eスポーツタイトル
として今世界的に注目されているスマホゲームです。
クラッシュ・ロワイヤル 公式twitter︓
https://twitter.com/ClashRoyaleJP

決勝大会開催日︓2019年8月14日（水） 午後 ＜エントリー総数︓517校、582チーム、1,936名＞

※ 参加辞退による不戦勝、繰上げなど対戦チームに変更が生じる可能性があります。

関⻄大倉高等学校（大阪府）
ノアズアーク

湘南学園高等学校（神奈川県）
でめきん応援隊

北海道旭川⼯業高等学校（北海道）
むろキング

徳島県⽴徳島科学技術高等学校（徳島県）
スターズ

学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校（沖縄県）
NoX

⼋⼾⼯業高等専門学校（⻘森県）
イカスミーズ

愛知高等学校（愛知県）
pizza

渋谷教育学園渋谷高等学校（東京都）
Intuition

関⻄ブロック代表

関東ブロック代表①

北海道ブロック代表

中国・四国ブロック代表

九州・沖縄ブロック代表

東北ブロック代表

中部ブロック代表

関東ブロック代表②



■Fortnite（フォートナイト）
「Fortnite（フォートナイト）」は、100人の中から最後の一人やチームまで生き残って、「ビクトリーロ
イヤル」を勝ち取る、バトルロイヤルシューティングゲームです。
素材を集めて、砦を建築して、相手を武器とアイテムで倒す、スリル満点な展開が大きな魅⼒。また、ダウ
ンロード・基本プレイが無料な点や、クロスプラットフォーム対応により、幅広いデバイスでプレイできる
点も大きな特徴で、世界中で大ヒットしています。
2019年後半には、第1回“Fortnite World Cup”が開催されることも決定しており、ますます盛り上がりを⾒
せている、全世界注目のeスポーツタイトルです。
フォートナイト 公式サイト︓
https://www.epicgames.com/fortnite/ja/buy-now/battle-royale

フォートナイト決勝大会 進出チーム⼀覧

決勝大会開催日︓2019年8月14日（水）午前 ＜エントリー総数︓909校、1,138チーム、2,446名＞

函館⼯業高等専門学校
TSK

北海道
北海道札幌琴似⼯業高等学校

KK1

北海道
福島県⽴清陵情報高等学校

Unity

福島県
⼩⼭⼯業高等専門学校

⼩⼭高専

栃木県

栃木県⽴佐野松桜高等学校
Overwhelming Build Edit Aim

栃木県
桐生市⽴商業高等学校

弁財天

群馬県
桐生第一高等学校

初心者連合

群馬県
群馬県⽴伊勢崎商業高等学校

Aungel Make

群馬県

埼⽟県⽴川越⼯業高等学校
ざぶとん

埼⽟県
埼⽟県⽴狭⼭⼯業高等学校

ちーむでぶとがり

埼⽟県
千葉県⽴下総高等学校

とうもろこし畑

千葉県
千葉県⽴千葉⼯業高等学校

LqZe

千葉県

東海大学付属浦安高等学校
東京ツナニーランドボム二カルパレード

千葉県
日出学園高等学校

Easy

千葉県
二松學舍大学附属高等学校

シオンと愉快な仲間たち

東京都
東京都⽴大田桜台高等学校

偏差値under40

東京都

湘南⼯科大学附属高等学校
SIT eSports

神奈川県
⼭梨県⽴ひばりが丘高等学校

Unite

⼭梨県
⻑野県中野⽴志舘高等学校

⽴志舘

⻑野県
中京学院大学附属中京高等学校

昨日漢字テスト落ちました

岐阜県

岐阜県⽴加納高等学校
いぬたこ

岐阜県
岐阜県⽴揖斐高等学校

破天荒

岐阜県
愛知県⽴一宮北高等学校

BABA

愛知県
愛知県⽴岡崎⼯業高等学校

Hate bug

愛知県

愛知県⽴豊川⼯業高等学校
はんまかんま

愛知県
⿅島朝日高等学校

SSL

愛知県
三重高等学校

ZETTAIKATSUZO-O-

三重県
京都市⽴紫野高等学校

クロスファイア

京都府

京都翔英高等学校
KSE

京都府
ルネサンス大阪高等学校

The Rune

大阪府
ルネサンス大阪高等学校

こんぽた

大阪府
大阪スクールオブミュージック高等専修学校

ソース二度漬け禁止

大阪府

大阪府⽴みどり清朋高等学校
男性ホルモンズ

大阪府
兵庫県⽴三田祥雲館高等学校

でこぼこ

兵庫県
奈良県⽴奈良朱雀高等学校

沈丁花

奈良県
和歌⼭県⽴紀央館高等学校
ふるぼん事務所ようこそ

和歌⼭県

星槎国際高等学校福岡東学習センター
Saver

福岡県
⻑崎県⽴⻑崎⼯業高等学校

バーサーク

⻑崎県
熊本高等専門学校
Retirement age

熊本県
学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校

グルタミン

沖縄県

※ 参加辞退による不戦勝、繰上げなど対戦チームに変更が生じる可能性があります。

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校
RevengE

沖縄県
学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校

Jabber Dandelion

沖縄県
学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校

Builder

沖縄県
学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校

台パン鰻

沖縄県



リーグ・オブ・レジェンド決勝大会 トーナメント表

決勝大会開催日︓2019年8月15日（木）＜エントリー総数︓49校、60チーム、334名＞

■League of Legends（リーグ・オブ・レジェンド）
2009年10月に米国でサービスを開始、2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが１億人を突破し、

世界各地で大規模な大会が⾏われている人気オンラインゲーム。マルチプレイヤーオンラインバトルアリー
ナ（通称MOBA）と呼ばれるチーム対チームの対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」
と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競います。RTS（リアルタイムストラテジー）のテンポと迫⼒
にRPG要素を加え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、eスポーツのタイトルとして
世界中でプロリーグが開催されています。

毎年⾏われるeスポーツ最高峰の世界的祭典「League of Legends World Championship」は視聴者数
9960万人を記録するなど大きな注目を集めており、多彩なキャラクターや作りこまれた世界観、映像や音
楽、などゲーム以外のコンテンツも魅⼒で、コスプレやファンアートをはじめとした熱狂的なコミュニティ
活動も各地で⾏われています。
リーグ・オブ・レジェンド 公式サイト︓
https://jp.leagueoflegends.com/ja/featured/new-player-guide

※ 参加辞退による不戦勝、繰上げなど対戦チームに変更が生じる可能性があります。

ルネサンス大阪高等学校（大阪府）
KDA0.01

札幌新陽高等学校（北海道）
e-sports研究部

学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校(沖縄県)
KDG N1

仙台城南高等学校（宮城県）
PIV

岡⼭県共生高等学校（岡⼭県）
eスポーツ部

朋優学院高等学校（東京都）
HYeC

横浜高等学校（神奈川県）
Knights of the harbor

松本⼯業高等学校（⻑野県）
InspiratioN

関⻄ブロック代表

北海道ブロック代表

九州・沖縄ブロック代表

東北ブロック代表

中国・四国ブロック代表

関東ブロック代表

関東ブロック代表

中部ブロック代表


