
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）が主催する、高校対抗の全国eスポーツ大会テレビ東京開局55周年企画『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、8月14日・15日に舞浜アンフィシ
アターにて決勝大会を開催いたしました。2日間の来場者数は累計で2,800人超、ライブ配信の総視聴者
数は136万人 ※ でした。

クラッシュ・ロワイヤル部門では関東ブロック代表 渋谷教育学園渋谷高等学校（東京都）、フォート
ナイト部門では千葉県⽴下総高等学校（千葉県）、そして、リーグ・オブ・レジェンド部門では九州・
沖縄ブロック代表 学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校（沖縄県）が、栄光の初代王者に輝きました。

また、2020年夏には第2回大会『STAGE:0 2020』を開催いたします。会場、ゲームタイトルなどは
調整中のため、後日発表する予定です。

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

FINAL STAGE（決勝⼤会）が終了︕

2019年8月15日
STAGE:0 eSPORTS High-School

Championship 実⾏委員会

2日間のライブ配信の総視聴者数は136万⼈︕
高校eスポーツチーム 初代日本一 が決定︕

第2回⼤会『STAGE:0 2020』来年夏 開催︕

クラッシュ・ロワイヤル 総合優勝
関東ブロック代表

渋谷教育学園渋谷高等学校（東京都）

リーグ・オブ・レジェンド 総合優勝
九州・沖縄ブロック代表

学校法⼈角川ドワンゴ学園 N高等学校（沖縄県）

「STAGE:0」
グランドフィナーレ

フォートナイト 総合優勝
千葉県⽴下総高等学校（千葉県）

※2019年8月15日集計。決勝大会開催中の「Twitter」「Twitch」「Youtube」視聴者数の総計。



クラッシュ・ロワイヤル決勝⼤会 結果

関⻄大倉高等学校（大阪府）

湘南学園高等学校（神奈川県）

旭川⼯業高等学校（北海道）

徳島科学技術高等学校（徳島県）

■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

学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校（沖縄県）

⼋⼾⼯業高等専門学校（⻘森県）

愛知高等学校（愛知県）

渋谷教育学園渋谷高等学校（東京都）

関⻄ブロック代表

関東ブロック代表

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

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＞

＜ご参考︓⼤会結果＞

渋谷教育学園渋谷高等学校
（東京都）

関東ブロック代表

関⻄大倉高等学校
（大阪府）

関⻄ブロック代表

優勝

準優勝



■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 結果

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

北海道
北海道札幌琴似⼯業高等学校

北海道
福島県⽴清陵情報高等学校

福島県
⼩⼭⼯業高等専門学校

栃木県

栃木県⽴佐野松桜高等学校

栃木県
桐生市⽴商業高等学校

群馬県
桐生第一高等学校

群馬県
群馬県⽴伊勢崎商業高等学校

群馬県

埼⽟県⽴川越⼯業高等学校

埼⽟県
埼⽟県⽴狭⼭⼯業高等学校

埼⽟県
千葉県⽴下総高等学校

千葉県
千葉県⽴千葉⼯業高等学校

千葉県

東海大学付属浦安高等学校

千葉県
日出学園高等学校

千葉県
二松學舍大学附属高等学校

東京都
東京都⽴大⽥桜台高等学校

東京都

湘南⼯科大学附属高等学校

神奈川県
⼭梨県⽴ひばりが丘高等学校

⼭梨県
⻑野県中野⽴志舘高等学校

⻑野県
中京学院大学附属中京高等学校

岐阜県

岐阜県⽴加納高等学校

岐阜県
岐阜県⽴揖斐高等学校

岐阜県
愛知県⽴一宮北高等学校

愛知県
愛知県⽴岡崎⼯業高等学校

愛知県

愛知県⽴豊川⼯業高等学校

愛知県
⿅島朝日高等学校

愛知県
三重高等学校

三重県
京都市⽴紫野高等学校

京都府

京都翔英高等学校

京都府
ルネサンス大阪高等学校

※同校より2チーム出場

大阪府
大阪スクールオブミュージック

高等専修学校

大阪府
大阪府⽴みどり清朋高等学校

大阪府

兵庫県⽴三⽥祥雲館高等学校

兵庫県
奈良県⽴奈良朱雀高等学校

奈良県
和歌⼭県⽴紀央館高等学校

和歌⼭県
星槎国際高等学校福岡東学習センター

福岡県

⻑崎県⽴⻑崎⼯業高等学校

⻑崎県
熊本高等専門学校

熊本県
学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校

※同校より5チーム出場

沖縄県

＜ご参考︓⼤会結果＞

千葉県⽴下総高等学校

千葉県

桐生第一高等学校

群馬県
優勝 準優勝

出場校一覧（全44チーム）



リーグ・オブ・レジェンド決勝⼤会 結果

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

＜ご参考︓⼤会結果＞

ルネサンス大阪高等学校（大阪府）

札幌新陽高等学校（北海道）

学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校(沖縄県)

仙台城南高等学校（宮城県）

岡⼭共生高等学校（岡⼭県）

朋優学院高等学校（東京都）

横浜高等学校（神奈川県）

松本⼯業高等学校（⻑野県）

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

学校法人角川ドワンゴ学園
N高等学校(沖縄県)

九州・沖縄ブロック代表

岡⼭共生高等学校
（岡⼭県）

中国・四国ブロック代表

優勝

準優勝



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
『高校生ぃぃｅｅｅｅｅ︕〜ステージゼロ・ｅスポーツ甲子園2019〜』

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た本大会の様子を、8月と9月
にテレビ東京系列では、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。ぜひご覧ください。

放送予定日時は下記のとおりです。

2020年夏 第２回⼤会『STAGE:0 2020』開催︕

「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高校生によるeスポーツ大会です。記念すべき、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。

また、8月14日（水）・15日（木）の2日間にわたり開催された決勝大会には、累計で2,800人超の方
にご来場いただくなど、名実ともに日本を代表する高校対抗eスポーツ大会を実現いたしました。

2020年夏には、第2回大会『STAGE:0 2020』を開催いたします。来年度も引き続き高校生選手がe
スポーツで活躍できる環境を築いてまいります。会場・ゲームタイトルなど、第2回大会の詳細につき
ましては、公式HPおよびTwitter等を通じて順次お知らせいたします。
今後とも「STAGE:0」とeスポーツ文化のさらなる発展にご期待下さい。

※ 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。

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』
■⼤会公式WEBサイト ︓https://stage0.jp/
■⼤会公式Twitter ︓https://twitter.com/stage0_jp


