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Press Release 
 

     
2019年 12月 2日 

株式会社毎日新聞社 

株式会社サードウェーブ 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社毎日新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：丸山昌宏）と株式会社サード

ウェーブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：尾崎健介）が、全国の高校生を対象に開催

する『第 2回全国高校 eスポーツ選手権』の決勝大会組み合わせが決定いたしました。決勝大会

はロケットリーグ部門が 2019年 12月 28日（土）、リーグ・オブ・レジェンド部門が 2019年 12

月 29日（日）に EBiS303（東京都渋谷区）で開催いたします。 

またデジタルアイドルグループ「22/7（ナナブンノニジュウニ）」が応援サポーターに就任い

たしました。決勝大会で優勝を目指す高校生を応援してまいります。 

各ゲームの公式グッズ、大会公式グッズを会場内で販売いたします。ゲームのグッズは 28日は

ロケットリーグのみ、29日はリーグ・オブ・レジェンドのみの販売となります。ぜひご来場の

上、お買い求めください。 

 

■第 2回全国高校 eスポーツ選手権 決勝大会組み合わせ 

『ロケットリーグ部門』 

 

『第 2 回全国高校 e スポーツ選手権』 

決勝大会組み合わせ決定！ 

応援サポーターに「22/7（ナナブンノニジュウニ）」が就任 
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『リーグ・オブ・レジェンド部門』 

 

 

■応援サポーターにデジタルアイドルグループ「22/7」が就任 

決勝大会の会場には一部メンバーが来場し、優勝を目指す選手を応援いたします。 

 

 

・来場メンバー 

12月 28日（土）：海乃るり、倉岡水巴、高辻麗 

12月 29日（日）：白沢かなえ、帆風千春、宮瀬玲奈 

※ライブはございません。上記メンバーのみ出演いたします。 

 

■各タイトルの公式グッズ、大会公式グッズの販売が決定 
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決勝会場では本大会に採用のロケットリーグ、リーグ・オブ・レジェンドの公式グッズを販売い

たします。普段なかなか入手できない貴重なグッズです。各ゲームのグッズは実施される当日の

みの販売となりますのでご注意ください。大会公式グッズは両日ともに販売いたします。 

 

・販売スケジュール 

ロケットリーグ公式グッズ：12月 28日（土）10時 30分販売開始（予定） 

リーグ・オブ・レジェンド公式グッズ：12月 29日（日）10時 15分販売開始（予定） 

※大会公式グッズは両日とも上記スケジュールで販売 

 

＜第 2回全国高校 eスポーツ選手権 決勝大会＞ 

日 時：『ロケットリーグ』 

    12月 28日（土） 

    『リーグ・オブ・レジェンド』 

    12 月 29日（日） 

会 場： EBiS303（東京都渋谷区恵比寿） 

出 場：『ロケットリーグ』 

チーム 佐賀県立鹿島高等学校（佐賀県）「OLPiXと愉快な仲間たち」※前回優勝 

        Ｎ高等学校（沖縄県）「Cat A PuLT」 

     大分県立鶴崎工業高等学校（大分県）「雷切」※前回準優勝 

    釧路工業高等専門学校（北海道）「VTuberすこすこ隊 ver2」 

『リーグ・オブ・レジェンド』 

クラーク記念国際高等学校（東京都）「Yuki飯食べ隊」 

 愛知県立豊田工業高等学校（愛知県）「豊工 LOL組」 

    N高等学校（沖縄県）「KDG N1」※前回ベスト 4 

    横浜市立南高等学校（神奈川県）「The Grateful Feed」※前回ベスト 4 

配 信:  ●Twitch https://www.twitch.tv/ajhs_esports 

 ●ペリスコープ 公式 Twitter（@ajhs_esports） 

観 戦:  大会公式サイトからお申し込みを受け付けています。入場無料です。 

出演者：MC OooDa（オーダ）、スペシャルサポーター ケイン・コスギ 

    『ロケットリーグ』 

実況 kokken（コッケン）、解説 dore52x（ドレックス）、アナリスト ValtaN（バルタ

ン） 

    『リーグ・オブ・レジェンド』 

実況 eyes（アイズ）、解説 Revol（レボル）、アナリスト iSeNN（アイセン） 

 

■第 2回全国高校 eスポーツ選手権 大会概要 

開催目的 ： eスポーツを楽しむ高校生を応援し、新しい文化として発展させていくこと 

大会名称 ： 第 2回全国高校 e スポーツ選手権 

https://www.twitch.tv/ajhs_esports
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主   催： 毎日新聞社、株式会社サードウェーブ 

運営協力 ： E5 esports Works 

協   賛： 日清食品ホールディングス株式会社、株式会社デンソー、滋慶学園 COMグループ 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント、岡谷エレクトロニクス株式会

社 

タイトル ： 『ロケットリーグ』（PC） 

      プレイヤーはジャンプや飛行が可能な「バトルカー」を操作してサッカーを行う。 

相手ゴールにボールを入れると 1点を獲得し、制限時間内により多くの得点を獲得 

したチームの勝利となる。 

『リーグ・オブ・レジェンド』（PC） 

プレイヤーは「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターを操作し、チームの仲間と

協力して敵チームの本拠地に攻め込む。先に相手の本拠地を破壊したチームが勝者

となる。 

日   程：『ロケットリーグ』 

     予選大会（オンライン） 2019年 8月 24日（土）、25日（日） 

     決勝大会（オフライン） 2019年 12月 28日（土） 

   『リーグ・オブ・レジェンド』 

   予選大会（オンライン） 2019年 11月 23日（土）、24日（日） 

     決勝大会（オフライン） 2019年 12月 29日（日） 

テーマソング：『ナミタチヌ』 BURNOUT SYNDROMES 

参加費用 ：無料 

参加資格 ：・日本在住の高校生 

※全日制高校、定時制高校、多部制高校、単位制高校、通信制高校、高等専門学

校、高等専修学校、専門学校高等課程、インターナショナルスクール 

※日本在住の外国人留学生の参加も可能 

 ・対象年齢は満 16 歳～満 19歳（該当誕生日 2000年 4月 2日～2004年 4月 1日） 

・予選大会と決勝大会の全日程に参加できること 

・同じ高校からチームを組んで参加できること 

※通信制高校の生徒で所属キャンパスが決まっている場合には、同じキャンパ 

スのメンバーのみでエントリーしてください。ネット学習コースのみのコースで所

属キャンパスが決まっていない場合には同じネット学習コースのメンバーのみでエ

ントリーしてください。 

・チームキャプテンとスターティングメンバーの内 1名は、日本語で円滑にコミ 

ュニケーションが取れること 

 

※大会の最新情報は公式サイトや公式 Twitterにて随時発表します。 

 公式サイト：https://www.ajhs-esports.jp/ 

 公式 Twitter：@ajhs_esports （https://twitter.com/ajhs_esports） 

https://twitter.com/ajhs_esports
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■e スポーツ部 発足支援プログラムについて 

目 的：e スポーツ部発足を支援、e スポーツを楽しむ高校生を応援 

概 要：大会タイトルが快適に動作するゲーミング PC「ガレリア ゲームマスター」を、 

3 年間継続レンタルいただくことを条件に、初年度と 2 年目の 2 年間を無償貸出。  

対 象：高等学校（全日制、定時制、多部制、単位制、通信制、高等専門学校、高等専修学校、 

専門学校高等課程、インターナショナルスクール） 

お申込み期間 ：2019 年 4 月 1 日 ～ 2020 年 3 月 31 日 

 

●デスクトップ / GALLERIA GAMEMASTER ※キーボード・マウス付き 3 台 

 ※デスクトップには 144Hz 対応ゲーミングモニターが付属します。 

(インテル Core i7-8700 プロセッサー、メモリ 16GB SSD250GB + HDD1TB、GeForce GTX1060 3GB） 

●ノートブック / GALLERIA GAMEMASTER ※マウス付き 2 台 

(インテル Core i7-8750H プロセッサー、メモリ 16GB、SSD250GB + HDD1TB、GeForce GTX1060 6GB） 

    

2019 年度 e スポーツ部発足支援プログラム詳細サイト：https://www.dospara.co.jp/shien/ 

※スペック、モデル等は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。 

 

■『第 2回 全国高校 e スポーツ選手権』に関する問い合わせ 

   ・生徒及び顧問からのエントリーや競技に関するお問い合わせ 

メール：entry@ajhs-esports.jp 

TEL：050-3822-2382 電話受付時間：9時～18時（土日/祝日も受付） 

・上記以外に関するお問い合わせ 

メール：info@ajhs-esports.jp 

・報道関係者様お問い合わせ 

    メール：press@ajhs-esports.jp 

■『e スポーツ部 発足支援プログラム』に関するお問い合わせ 

 ・eスポーツ部 発足支援プログラム事務局 

  Mail：es-shien@twave.co.jp 

TEL：050-3364-7224 Fax：0467-79-8231 

 ・報道関係者様お問い合わせ     

メール：dospara-koho@twave.co.jp 

電話：03－5294－2043 携帯:090-2922-4621サードウェーブ 担当：佐久間 

 

●ロケットリーグ／© 2015-2019 Psyonix Inc. All rights reserved. 

●リーグ・オブ・レジェンド/ © 2019 Riot Games, Inc. All rights reserved. 
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