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株式会社テレビ東京/株式会社電通

株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、社長：小孫 茂）、株式会社電通（本社：東京都港区、社
長：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）』を開催します。テレビ東京は開局55周年記念として、全国のメディアパートナーとともに
本大会を盛り上げてまいります。

3月28日（木）より、大会公式サイト（URL：https://stage0.jp/）にて出場チームのエントリーを
開始し、5月に一部オンライン予選、6月〜7月に全国7ブロックのブロック代表決定戦（オフライン）、
8月14日（水）・15日（木）に舞浜アンフィシアターにて決勝大会が開催されます。

『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

eスポーツを舞台に、日本中の高校生が集う。

国内最大級の高校対抗eスポーツ大会

3月28日（木）より、エントリー開始！決勝大会は8月、舞浜アンフィシアターで開催！

『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）

■最高の「脳力」を持った日本一の高校チームを決める、国内最大級のeスポーツ大会が誕生！

『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship』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、全国の様々なパートナーと協力して立ち上げる国内最大級の高校対抗eス
ポーツ大会です。

「ユーキャン新語・流行語大賞2018」にもノミネートされるなど、昨今注目を集める“eスポーツ”で
すが、日本ではまだ正式なスポーツ競技として広く普及していません。

eスポーツを新たな文化として発展させるため、記憶力・集中力・認識力・計算力といったあらゆる
“脳力”が求められるBRAINスポーツと捉えなおし、日本中の高校生から世界を驚かせる新たな天才を
見つける大会が、“STAGE：0（ステージゼロ）”です。大会名には「この舞台からすべてが始まる」と
いう意味が込められています。

この大会をきっかけにeスポーツの魅力を全国に広めるべく、テレビ東京に加えて全国各エリアのテ
レビ局・新聞社と一緒にプロジェクトを推進します。

さらに、国内eスポーツ事業への参画は初となる「日本コカ･コーラ株式会社」様をトップスポン
サーとして迎えるとともに、これまでもさまざまな活動を通じてeスポーツシーンを支援してきた「株
式会社サードウェーブ」様など、想いに共感いただいた各社様とともに、本大会を通じてeスポーツ文
化の発展に挑戦してまいります。

News Release

今夏より開催決定！

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


日本中の高校生がチームを組んでeスポーツを競い合う「STAGE:0」。

そもそも、eスポーツはBRAINスポーツという大きな側面を持つ。

記憶、集中、認識、計算…eスポーツ”に求められる“脳力”はじつにさまざまで、

得意な領域は人によっても違うのだという。

だからこそ、自分の得意な脳力を、最高のパフォーマンスでもって、

仲間を助け合い、励まし合い、勝利を目指す。

この新時代のスポーツは、まだ始まったばかり。

そう。一般的なスポーツと違い、幼い頃からの身体的な積み重ねがなくても

勝ち上がることのできる競技なのだ。

それゆえに年齢差や体格差も関係ない。言葉の壁さえも簡単に飛び越えることができる。

だからこそ日本の高校生の中に、とんでもない才能を秘めた、世界をいきなり驚かせる天才は必ずいる。

私たちはそう信じている。

世界のステージへとつながっているこの大会にエントリーするか。しないか。

そのちょっとした勇気が、君の一生を決める大きな分かれ道になるかもしれない。

だって、君はまだ自分の“本当の脳力”を知らないのだから。

さぁ、君自身の新しいステージの扉をひらきにいこう。

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』大会概要

＜主催者情報＞

■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

■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

■プロジェクトパートナー：株式会社サードウェーブ

■メディアパートナー：

・北海道新聞社、テレビ北海道（北海道ブロック代表決定戦主催）

・河北新報社（予定）、東北放送（東北ブロック代表決定戦主催）

・中日新聞社、テレビ愛知（中部ブロック代表決定戦主催）

・産経新聞社、テレビ大阪（関西ブロック代表決定戦主催）

・中国新聞社、中国放送（中国・四国ブロック代表決定戦主催）

・西日本新聞社、TVQ九州放送 （九州ブロック代表決定戦主催）

大会ステートメント：『STAGE:0』とは ～ 大会タイトルに込められた想い



この度『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』におけるタイトルと
して、「CLASH ROYALE（クラッシュ・ロワイヤル）」「Fortnite（フォートナイト）」 「League
of Legends（リーグ・オブ・レジェンド）」の３タイトルに決定いたしました。いずれも世界中で絶
大な人気を集めており、eスポーツ国際マッチでも開催されているゲームタイトルです。

なお、「クラッシュ・ロワイヤル」優勝チームには「『クラロワリーグ アジア』シーズン2プレイオ
フにご招待＆プロ選手とのエキシビションマッチ対戦」の機会をご用意いたします。また、「リーグ・
オブ・レジェンド」優勝チームは、海外での「リーグ・オブ・レジェンド」アクティビティツアーにご
招待！ゲームタイトルごとに豪華賞品を予定しております（※）。優勝賞品の詳細については、大会
WEBサイトをご参照ください。 ※「フォートナイト」の優勝賞品ついては後日発表いたします。

試合ゲームタイトルには、世界中で人気を集める3タイトルが決定！優勝賞品も発表！

■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

■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

■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

https://twitter.com/ClashRoyaleJP
https://www.epicgames.com/fortnite/ja/buy-now/battle-royale
https://jp.leagueoflegends.com/ja/featured/new-player-guide


3月28日（木）より大会公式WEBサイトにて、出場チームのエントリー受付を開始！

3月28日（木）から5月10日（金）まで、大会公式WEBサイト（https://stage0.jp/）にて出場チー
ムのエントリーを受付（※）いたします。同サイトでは、大会・試合に関する情報やコンテンツを随時
更新するほか、大会公式Twitterでも、大会の最新情報をご案内します。※応募状況によって変更の可能性あり

■『STAGE:0 大会公式WEBサイト』：https://stage0.jp/

■『STAGE:0 大会公式Twitter』：https://twitter.com/stage0_jp

＜参加対象者＞
・日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生・通信高校生であること。
・生年月日が2001年4月2日〜2004年4月1日であること。
・同一の学校のチームで参加すること。

開催情報

オフライン予選大会
ブロック代表決定戦

日時 ブロック 会場
出場チーム数

（選抜チーム数）
出場チーム数

（選抜チーム数）

6月02日(日) 関西 大阪・堂島リバーフォーラム

16チーム出場
（1チームを選抜）

4チーム出場
（1チームを選抜）

6月16日(日) 中国・四国
広島・パセーラ

11F NTTクレドホール

6月22日(土) 中部
愛知・名古屋市公会堂

4階ホール

6月29日(土) 東北
宮城・ＳＥＮＤＡＩ ＧＩＧＳ

（仙台ギグス）

7月07日(日) 北海道
北海道・TKPガーデンシティ

PREMIUM札幌大通

7月14日(日) 九州
福岡・ソラリアステージ

西鉄ホール

7月20日(土) 関東
東京・ベルサール渋谷

ファースト
16チーム出場

（2チームを選抜）
8チーム出場

（2チームを選抜）

決勝大会

8月14日(水)

―
舞浜

アンフィシアター

8チーム出場 ―

8月15日(木) ― 8チーム出場

日時 ブロック 日時 ブロック

オンライン予選大会
(※2)

5月18日（土） 関西/中国・四国 5月18日（土）
関西/中国・四国/

中部/東北

5月19日（日） 中部/東北 5月19日（日） 北海道/九州/関東

5月25日（土） 北海道/九州
5月18（土）、5月19日（日）の
両日のみの開催となります。

5月26日（日） 関東

■オンライン予選大会

■オフライン予選大会 (ブロック代表決定戦) /決勝大会

＜大会スケジュール（※1）＞
オンライン予選大会を勝ち抜いたチームはオフライン予選大会（ブロック代表決定戦）に進出できます。

(※1) 「フォートナイト」の大会日程については後日発表いたします。
(※2)定員に満たないブロックは実施しない場合がございますので、ご了承ください。

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


日本 eスポーツ史上初！総座席数2,170席を誇る「舞浜アンフィシアター」で決勝戦！

本大会の決勝大会は、2019年8月14日（水）・15日（木）に「舞浜アンフィシアター」で開催しま
す。同会場は、半円状のステージとすり鉢状の客席を備えた劇場で、充実した舞台設備が整った会場で
す。eスポーツの大会としては初となるアンフィシアターの設備を活用し、日本一の高校生チームを決
めるにふさわしい演出で、新しいエンターテインメントイベントとして盛り上げてまいります。

普段からオンラインゲームなど様々なゲームを楽しまれており、テレビ東京系eスポーツ番組「有
吉ぃぃeeeee！」にも出演中のアンガールズ田中卓志さんが「STAGE:0 大会アンバサダー」に就任！
８月の決勝大会に向けて、STAGE:0を盛り上げます。

また、「STAGE:0 スペシャルサポーター」としてテレビ東京「勇者ああああ」のMCを務めるアルコ
＆ピースさんの就任も決定！田中さんと一緒に、全国から集まる高校生eスポーツ選手たちに声援を送
ります。

高校生eスポーツ選手たちの熱戦を盛り上げる大会アンバサダーが決定！

■田中 卓志（アンガールズ）

生年月日：1976年2月8日

出身地：広島県

テレビ東京系列にて「STAGE:0」特別番組、放送決定！！

＜STAGE:0 大会アンバサダー＞

＜STAGE:0 スペシャルサポーター＞

■平子 祐希（写真左）

生年月日：1978年12月4日

出身地：福島県

5月から約3ヶ月にわたって熱戦を繰り広げる本大会の様子を、
テレビ東京系列の特別番組として放送することが決定いたしました。

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。 ※番組の詳細については、後日発表の予定です。

■酒井 健太（写真右）

生年月日：1983年10月29日

出身地：神奈川県

アルコ＆ピース


