
Coca-Cola STAGE:0
eSPORTS High-School Championship 2020

日本最大※1の高校eスポーツの祭典

株式会社テレビ東京(本社：東京都港区、社長：石川一郎)、株式会社電通(本社：東京都港区、社長：五十嵐
博)が開催する、高校対抗のeスポーツ全国大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 
2020(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 ニセンニジュウ)』は、9月19日(土)〜
22日(火・祝)の4日間にわたって高校生eスポーツプレイヤーの頂点を決める『STAGE:0 2020 決勝大会』を開催いたし
ました。4日間にわたるライブ配信の総視聴者数は、昨年大会の136万人を大きく上回る、 747万人に達しました。※2 

クラッシュ・ロワイヤル部門では、三田国際学園高等学校(東京都) 「翠雲」、フォートナイト部門では、角川ドワンゴ学園
N高等学校(沖縄県) 「しぐま部屋」、リーグ・オブ・レジェンド部門では、角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県) 「KDG 
N1」が、栄えある日本一高校生チームに輝きました。

また、2021年に第3回大会『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2021』を開催することを決定し
ました。開催形式やゲームタイトルなどは、後日発表します。

※1 2015年-2019年 高校生のみ(高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程又は特別支援学校の高等部所属)を対象としたeスポーツ大会
の参加者数(公表数)の調査に基づく(2020年7月13日時点)
※2 2020年9月22日集計。決勝大会開催中の「YouTube」 「Twitter」「Twitch」視聴回数の総計。

日本一の高校生チームが決定！ライブ配信の総視聴者数は747万人を記録！

クラッシュ・ロワイヤル部門優勝
三田国際学園高等学校(東京都)

「翠雲」

リーグ・オブ・レジェンド部門優勝
角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

「KDG N1」

「Coca-Cola STAGE:0 2020」
各部門優勝チーム

フォートナイト部門優勝
角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

「しぐま部屋」
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10月、テレビ東京系列にて『STAGE:0 2020』特別番組を2週連続放送！

番組名 ：『Coca-Cola presents 高校生ぃぃｅｅｅｅｅ！ STAGE:0 2020 eスポーツ甲子園』
放送日時：【特別番組】10/18(日)・25日(日) よる10時00分～11時24分
＊大会速報として、9/26(土) 夕方5時00分～5時15分 にも特別番組を放送

『STAGE:0 2020』の特別番組をテレビ東京系列にて、10月に2週連続で放送
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。
また、9/26(土)夕方には速報番組も放送いたします。ぜひご覧ください。

放送予定日時の詳細は下記のとおりです。

決勝大会初日にはニューヨーク・ヤンキース田中将大投手がビデオメッセージでサプライズ登場！

News Release
2020年9月23日

STAGE:0 eSPORTS High-School Championship
実行委員会

2021年 第3回大会『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2021』開催決定！

＜田中将大投手から、高校生に向けたメッセージ全文＞

こんにちは、ニューヨーク・ヤンキースの田中将大です。
今回『STAGE:0』で戦う高校生のみなさんに僕からエール
を送らせていただきます。

高校日本一を決める今大会に向けて、たくさん考え、練
習されてきたと思います。緊張し、不安になることもある
かもしれません。しかし、それは一所懸命に真剣に向き
合ってきたからこそだと、僕は思います。

本番では、みなさんの実力が発揮されることを期待して
います。頑張ってください！

「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、2019年よりス
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。

第2回大会となる今年はオンラインでの開催となりましたが、過去最大のエントリー数となる全国
1,779校、2,158チーム、5,555名の高校生が参加。ブロック代表決定戦および決勝大会では、当大会初
の「バーチャルスタジオ」を導入し、最先端のeスポーツ配信番組を実現しました。

そして2021年、STAGE:0は第3回大会『STAGE:0 2021』を開催します。来年も引き続き全国の高校
生がeスポーツで活躍できる環境を築いてまいります。開催形式やゲームタイトルなど、第3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。

『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship』

■大会公式WEBサイト ：https://stage0.jp/

■大会公式Twitter ：https://twitter.com/stage0_jp

https://stage0.jp/
https://twitter.com/stage0_jp


クラッシュ・ロワイヤル部門 決勝大会 結果

広島大学附属高等学校(広島県) 
「ファイスピにレイジを注ぐ」

角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県) 
「Nexus」

東北学院高等学校(宮城県) 
「小４」

北広島高等学校(北海道) 
「Deers」

■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。

2018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、世界のトッププレイヤーが集結するリーグを
展開。2018年夏に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

開成高等学校(東京都) 
「暗闇のパンケーキの会」

三田国際学園高等学校(東京都)
「翠雲」

かわち野高等学校(大阪府)
「凪〜nagi〜」

三重県⽴四日市中央工業高等学校(三重県) 
「モブですけどなにか？」

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

北海道ブロック代表

関東①ブロック代表

関東②ブロック代表

関西ブロック代表

中部ブロック代表

決勝大会開催日：2020年9月22日（火）【エントリー総数：563校、625チーム、2,095名】

＜参考資料＞
2020年9月23日

STAGE:0 eSPORTS High-School Championship
実行委員会

優勝

準優勝

角川ドワンゴ学園N高等学校
(沖縄県) 「Nexus」

九州・沖縄ブロック代表

三田国際学園高等学校(東京都)
「翠雲」

関東②ブロック代表

https://twitter.com/ClashRoyaleJP


フォートナイト部門 決勝大会 結果

県⽴兵庫工業高等学校
「ちーむにーと」

(★)兵庫県

日出学園高等学校
「fishy fanboys」

(★)千葉県

ルネサンス大阪高等学校
「SugaGrin」

大阪府

綾瀬高等学校
「パートナーシャッフルふとし」

(★)神奈川県

ルネサンス大阪高等学校
「範馬家」

(★)大阪府

角川ドワンゴ学園 N高等学校
「vest_イケボくん まーくん」

(★)東京都

ルネサンス大阪高等学校
「Dignity」

大阪府

ルネサンス高等学校
「やっちまりおリスペクト」

茨城県

バンタンゲームズアカデミー高等部

「パフェ.イワシ」

東京都

私⽴水城高等学校
「俺らがuntifnだ！」

(★)茨城県

かえつ有明高等学校
「caryy by sora」

(★)東京都

角川ドワンゴ学園N高等学校
「teamじゃがいも」

(★)沖縄県

埼玉県⽴草加高等学校
「ださいたま」

埼玉県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「バンタンアカデミーちょめちょめ」

(★)沖縄県

英和高等学校
「梨農家」

(★)千葉県

愛知県⽴幸田高等学校
「Rainy」

愛知県

佐野松桜高等学校
「トマトサラダ」

栃木県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「バンタンゲームアカデミー」

(★)茨城県

埼玉県⽴妻沼高等学校
「パンケーキアートteam」

埼玉県

奈良県⽴奈良朱雀高等学校
「Uranus」

(★)奈良県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「しぐま部屋」

(★)沖縄県

クラーク記念国際高等学校
「ふぉーとにて」

(★)兵庫県

ヒューマンキャンパス高等学校

「lol」

東京都

愛知県⽴半田工業高等学校
「TakuminoWaza」

(★)愛知県

高知県⽴高知北高等学校
「たまごぼーろ」

高知県

角川ドワンゴ学園 N高等学校
「ぅぅぅぅぅぅ」

(★)神奈川県

函館大学付属有斗高等学校
「フレンジーの住民」

(★)北海道

大阪スクールオブミュージック高等専修学校

「ジョイラニキと荒谷」

大阪府

角川ドワンゴ学園N高等学校
「vest_Freedom」

千葉県

横浜創英高校
「たに3ず」

神奈川県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「リベンジ 台パン鰻」

大阪府

神奈川県⽴川崎工科高等学校
「Aspida」

神奈川県

伊勢崎商業高等学校
「おちゃをのみまぁすぅ」

群馬県

千葉県⽴清水高等学校
「しみーず」

千葉県

春日部共栄高等学校
「Esperanza」

(★)埼玉県

芝浦工業大学柏中学高等学校
「Luster」

(★)千葉県

渋谷教育学園幕張高等学校
「SBMK」

(★)千葉県

ルネサンス豊田高等学校
「ルネとよ」

(★)愛知県

千葉県⽴長狭高等学校
「STAGE100」

(★)千葉県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「しぐま部屋」

沖縄県

愛媛県⽴東温高等高校
「1年5組」

愛媛県

優勝 準優勝

＜出場校一覧（全77チーム）＞ ※(★)はグランドファイナル進出チーム

決勝大会開催日：2020年9月19日（土）【エントリー総数：1,141校、1,419チーム、2,838名】

＜参考資料＞
2020年9月23日
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フォートナイト部門の決勝大会はグループラウンド、グランドファイナルの２部に分かれており、グループラウンドはブ
ロック代表決定戦を通過した 77チームが出場、グランドファイナルにはグループラウンドの各グループ上位 22 チー
ムが進出し、その中から優勝チーム、準優勝チームを決定いたしました。



愛媛県⽴東温高等高校
「1年5組」

(★)愛媛県

成蹊中学高等学校
「WH0」

(★)東京都

徳島県⽴つるぎ高等学校
「ひなたろうハウスファミリー」

(★)徳島県

文徳高等学校
「T2」

熊本県

山口県⽴新南陽高等学校
「えいむあしすと」

山口県

ルネサンス大阪高等学校
「ミニポ中毒者」

(★)大阪府

東京電機大学高校
「かねけん」

(★)東京都

関東学院六浦高等学校
「Aegis」

神奈川県

ルネサンス大阪高等学校
「Rune Kou」

(★)大阪府

ルネサンス大阪高等学校
「Eternal soul」

(★)大阪府

広島市⽴広島工業高等学校
「スパスパ」

広島県

鹿児島工業高等専門学校
「ぐめごり」

(★)鹿児島県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「チーム名決まらなかった」

奈良県

クラーク記念国際高等学校
「アヤタカーズ」

(★)東京都

角川ドワンゴ学園 N高等学校
「はるまき丼」

沖縄県
KTC学園 KTCおおぞら高等学院
（屋久島おおぞら高等学校）

「ぴぇんヶ丘小学校」

(★)東京都

千葉市⽴稲毛高等学校
「幻影旅団」

(★)千葉県

翔洋学園高等学校
「YOSHIMOTO Gaming (YG)」

(★)千葉県

千葉県安房西高等学校
「草」

千葉県

ぎふ国際高等学校
「さえチ神」

岐阜県

角川ドワンゴ学園Ｎ高等学校
「Vest柿ピー」

(★)沖縄県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「Moon」

(★)沖縄県

新潟県⽴新潟翠江高等学校
「一郎と二郎」

(★)新潟県

角川ドワンゴ学園N高等学校
「バンタンアカデミー鹿せんべい」

(★)東京都

クラーク記念国際高等学校
「GOROU」

(★)神奈川県

茨城県⽴石岡第二高等学校
「フリーポーション」

(★)茨城県

奈良県⽴登美ケ丘高等学校
「PCPADはじめました」

奈良県

旭川工業高等専門学校
「まとりっくす」

北海道

星城高等学校
「まっしゅる」

愛知県

神奈川県⽴秦野総合高等学校
「母のお腹」

(★)神奈川県

ルネサンス大阪高等学校
「SABOTEN」

(★)大阪府

八戸工業大学第一高等学校
「Mつー」

(★)青森県

群馬県⽴西邑楽高等学校
「やっちまりおファイターズ」

群馬県

神奈川県⽴瀬谷高等学校
「ミンミン」

神奈川県

札幌新陽高等学校
「Ally」

北海道

角川ドワンゴ学園N高等学校
「jpn」

沖縄県
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■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年には、世界中のフォートナイトプレイヤー4,000万
人以上が参加した第1回“Fortnite World Cup”が開催。ニューヨーク市で⾏われた決勝戦では、熱いマッチが繰り広げられ
ました。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

常総学院高等学校
「POINT:0」

茨城県

福岡市⽴福翔高等学校
「福翔No.1」

(★)福岡県

https://www.epicgames.com/fortnite/ja/buy-now/battle-royale


リーグ・オブ・レジェンド部門 決勝大会 結果

決勝大会開催日：2020年9月20日(日)、21(月)「エントリー総数：75校、114チーム、622名】

■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 WorldChampionship」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-jp/

岐阜県⽴岐阜商業高等学校(岐阜県)
「県岐商eスポーツ部」

東北学院榴ケ岡高等学校(宮城県) 
「PCGs」

岡山県共生高等学校(岡山県)
「ｅスポーツ部Ａ」

東京都⽴国際高等学校(東京都) 
「Team Alt+F4」

ルネサンス大阪高等学校(大阪府)
「LateDogs」

札幌新陽高等学校(北海道)
「e-Sports研究部」

角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県) 
「KDG N1」

中部ブロック代表

東北ブロック代表

中国・四国ブロック代表

関東①ブロック代表

関東②ブロック代表

関西ブロック代表

北海道ブロック代表

九州・沖縄ブロック代表

優勝

準優勝

クラーク記念国際高等学校
秋葉原ITキャンパス(東京都) 

「Yuki飯食べ隊」
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角川ドワンゴ学園N高等学校
(沖縄県) 「KDG N1」

九州・沖縄ブロック代表

クラーク記念国際高等学校
秋葉原ITキャンパス(東京都) 

「Yuki飯食べ隊」

関東①ブロック代表

https://jp.leagueoflegends.com/ja-jp/

