
昨年2,145校・ 2,478チーム・5,919名が参加した日本最大※のeスポーツ甲子園大会

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)は、今年で4回目の開催となる高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-

School Championship 2022(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 ニセンニジュウニ)』を

開催します。4月5日(火)より、大会公式WEBサイト(URL：https://stage0.jp/)にて出場エントリーを開始し、6月
～7月に全国8ブロックのブロック代表決定戦、8月12日(金)～15日(月)にて全国大会を予定しております。

＜第4回大会開催・エントリー募集のお知らせ＞

Coca-Cola STAGE:0
eSPORTS High-School Championship 2022

4月5日(火)より出場エントリーを開始！
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STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2022
実行委員会

「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」の3タイトルで開催

4月5日(火)から5月23日(月)17:00まで、大会公式WEBサイトにて出場チームの
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でも最新情報をご案内します。
※応募状況によって受付期間などの変更の可能性あり

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2022』

■大会公式WEBサイト ：https://stage0.jp/ ※エントリーはこちらより受付

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

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2022』にお
ける競技タイトルは、昨年に引き続き「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」の３タイトルに決定。いずれも世界中で絶大な人気を集めており、国際
大会も開催されているほか、STAGE:0でも過去3回の大会で、全国の高校生選手たち
が白熱の戦いを繰り広げたタイトルです。

※誠に勝手ながら、情報解禁日時を4月5日(火)午前11時とさせていただきます。

※ 2015-2022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(2022年3月1日時点)

昨年決勝大会の様子

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


アンガールズ田中さん、みちょぱさんこと池田美優さんが4度目の大会アンバサダーに決定！
今年も、アルコ&ピースさんがスペシャルサポーターに就任し、「STAGE:0」の出場選手を応援！

■アンガールズ 田中 卓志さん 応援コメント
STAGE:0 2022が開催されます！STAGE:0に採用されているゲームタイトルを今すでに
やっている高校生は、もう全員参加していいと思います！たとえ負けても、一生喋れるような
思い出ができることは間違いありません。そして、まだゲームをやったことが無い人も、今からや
れば間に合うゲームがあります！全国大会に行けばいろんな有名な人に会えます。僕以外も
来ますので(笑) ぜひその人たちに会いたい！という方も、参加していただければと思いま
す！(別途最終ページに、インタビュー内容を掲載)

■池田 美優(みちょぱ)さん 応援コメント
年々レベルが上がってきているとはいえ、今から始めても追いつく人だって沢山いるし、隠れて
いる才能がきっとあると思います。迷っている方はまだまだ期間があるので、練習してぜひ応募
してほしいです！高校生の3年間、STAGE:0で一緒に青春の時間を過ごして欲しいなと思
います。ご応募お待ちしております！
(別途最終ページに、インタビュー内容を掲載)

『Fall Guys』の個人戦オンラインイベント「STAGE:0 GAME PARTY」 今年も開催！

昨年に引き続き、『STAGE:0 GAME PARTY』と題して、
世界中にプレイヤーをもつ大規模オンラインパーティーゲーム
『Fall Guys: Ultimate Knockout(以下『Fall Guys』 読み

方：フォールガイズ アルティメット ノックアウト)』のイベントを今年もオ
ンラインで開催します。

競技は個人戦形式で実施し、「STAGE:0 2022」にエン
トリーした方も含め、高校生であれば誰でも参加することがで
きます。4月5日(火)よりSTAGE:0公式WEBサイト
(URL:https://stage0.jp/ )でエントリーを開始いたします。

<対象デバイス＞
• PC、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/Sが対象。

＜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2004年4月2日～2007年4月1日であること。
• 「STAGE:0 2022」へ他のタイトルでエントリーしている場合でも参加可能。
＜イベントスケジュール＞
テストマッチ：7月9日(土)・10日(日)
ブロック代表決定戦：7月16日(土)・17日(日)
全国大会：8月14日(日)

■アルコ&ピース 平子 祐希さん(写真左) 応援コメント
離れざるを得なかった。その距離がこれまでよりも心を近付ける。再び訪れた戦いの夏、あのたぎる
太陽よりも紅く、青春を燃やして下さい。絆と団結そして仲間と築く熱い勝利に、自粛は無い。

■アルコ&ピース 酒井 健太さん(写真右) 応援コメント
今年もあの熱い夏がやってきます！
毎年高レベルな戦いを間近で見て感動させてもらっています！
今年も激アツ間違いなしのSTAGE:0、声を枯らして応援させていただきます！

about:blank


＜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2004年4月2日～2007年4月1日であること。
• チームメンバー全員が同じ学校に在籍していること。

＜大会スケジュール＞
ブロック代表決定戦を勝ち抜いたチームは全国大会に進出できます。

北海道ブロック：北海道
東北ブロック：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県
中部ブロック：富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
関西ブロック：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県
オンライン高校ブロック：通信高校のネットコース（キャンパスへの通学が週1回未満の方）

クラッシュ・ロワイヤル リーグ・オブ・レジェンド フォートナイト
フォールガイズ

（GAME PARTY）

北 海 道 ブ ロ ッ ク
ROUND1：6月4日(土)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月12日(日)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

テストマッチ：6月18日(土)
6月19日(日)

DAY1：6月25日(土)
DAY2：6月26日(日)

テストマッチ：7月9日(土)
7月10日(日)

DAY1：7月16日(土)
DAY2：7月17日(日)

東 北 ブ ロ ッ ク
ROUND1：6月5日(日)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月12日(日)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

関 東 ブ ロ ッ ク
ROUND1：6月11日(土)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月12日(日)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

中 部 ブ ロ ッ ク
ROUND1：6月5日(日)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月11日(土)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

関 西 ブ ロ ッ ク
ROUND1：6月4日(土)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月11日(土)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

中国・四国ブロック
ROUND1：6月11日(土)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月12日(日)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

九州・沖縄ブロック
ROUND1：6月12日(日)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月11日(土)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

オンライン高校ブロック
ROUND1：6月12日(日)
ROUND2：6月19日(日)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

ROUND1：6月11日(土)
ROUND2：6月18日(土)
決勝戦：7月2日(土)3日(日)

■ブロック代表決定戦

■全国大会

クラッシュ・ロワイヤル リーグ・オブ・レジェンド フォートナイト
フォールガイズ

（GAME PARTY）

全国大会
全9チーム：
8月15日(月)

全9チーム：
8月12日(金)・13日(土)

全44チーム：
8月14日(日)

全30人(高校生代表)：
8月14日(日)

＜クラッシュ・ロワイヤル／リーグ・オブ・レジェンド：全国大会進出チームの決定方法について＞
ROUND1の上位16チームがROUND2に進出、ROUND2の上位2チームが決勝戦進出、決勝戦の上位1チームが全国大会に進出。
※エントリー数が最も多いブロックからは、2チームが全国大会に進出します。
※ブロック代表決定戦の決勝戦は7月2日(土)3日(日)のいずれかの日程となります。追っての発表をお待ちください。
＜フォートナイト：全国大会進出チームの決定方法について＞
DAY1の上位22チーム、DAY2の上位22チーム、合計44チーム(88人)が決勝に進出。
※6月18日（土）19日（日）でテストマッチを予定しています。全国大会進出のポイントとしてはカウントされませんが、本番の進行をスムーズにするため、
また、本番に近い環境でのプレイが可能ですので、ぜひ参加をお願いします。

参加対象者・大会スケジュールについて



■主催：STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2022 実行委員会 (テレビ東京・電通)

■協力：Epic Games、Riot Games、Supercell

■後援：文部科学省、一般社団法人日本eスポーツ連合、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：ロート製薬株式会社、キオクシア株式会社

『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2022』大会概要

■大会主旨：

“STAGE:0(ステージゼロ)”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。eスポーツという文化で
繋がり、チームメイトと共に戦い認め合うことで活躍し成長できる舞台を、全国の高校生の皆さまに提供してまいります。

ぜひご期待ください。

■昨年は全国から2,145校が参加！真の”日本一”高校生チームを決める、国内最大級のeスポーツ大会

「STAGE:0（ステージゼロ）」は、同じ高校内のチームで日本一を争う、高校対抗eスポーツ大会です。

昨年の第3回大会では、過去最大のエントリー数となる全国2,145校・2,478チーム・5,919名の高校生が参加！大会
のライブ配信総視聴者数は、約798万人を記録し、日本最大※の”高校eスポーツの祭典”となりました。

第4回となる今年は6月からブロック代表決定戦がはじまり、8月12日(金)～15日(月)の全国大会にて、日本一の高校
チームが決定します。全国から集まる強豪校を倒し、日本一の王座に輝くのは！？高校生の皆さんと一緒に、この夏の熱
闘を盛りあげていきます！！

■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、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・沖縄ブロック代表決定戦主催)

テレビせとうち

今年は下記の通り、オンライン形式、一部オフライン形式（無観客）で開催を予定しております。※変更の可能性があります。

開催形式について

参加を検討いただく高校生の皆さま、関係者の皆さまへ -新型コロナウイルスによる内容変更の可能性につきまして-

新型コロナウイルスの感染状況に鑑みながら、ご参加いただく皆さまの安全を最優先に開催時期や運営方法を随時検討・対応してまいりますので、
内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。ご参加いただく皆さまにおかれましても、３密（密閉空間・密集場所・密接場面）の重なりを
避けた環境からのご参加をお願いします。参加環境については、保護者（顧問の先生やご両親）ともご相談ください。
なお、開催に関して変更等が生じる場合は、大会公式WEBサイトおよび公式Twitterでお知らせいたします。

部門 開催形式 会場

クラッシュ・ロワイヤル部門
リーグ・オブ・レジェンド部門

ブロック代表決定戦

予選 オンライン形式

決勝 オフライン形式（無観客）
各ブロック会場

（後日発表予定）

全国大会 オフライン形式（無観客）
テレビ東京

六本木スタジオ

フォートナイト部門 ブロック代表決定戦 予選～全国大会 オンライン形式

フォールガイズ部門
（GAME PARTY）

ブロック代表決定戦 予選～全国大会 オンライン形式

※ 2015-2022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(2022年3月1日時点)



世界で活躍するeスポーツプレイヤーとの交流や豪華優勝賞品もご用意！

今年も各タイトルにおいて、以下のような優勝賞品を用意しております。

■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分間のバトル中、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スポーツリーグ「クラロワリーグ」を立ち上げ、eスポーツタイトルとし
て世界的に注目されているスマホゲームに。2022年は誰でもエントリーできる個人戦形式で、世界最
強プレイヤーを決める大会を開催中です。

クラッシュ・ロワイヤル 公式twitter：https://twitter.com/ClashRoyaleJP

■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-jp/

■フォートナイト

全世界4億人のプレイヤー数を突破した「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。STAGE:0でも、大きく参加数を伸ばし昨年は1,300
校以上が参加するなど、ますます盛り上がりを見せています。過去にはプロチームに所属する選手を輩
出しており、全国大会のハイレベルな戦いも期待されます。

フォートナイト 公式サイト：https://www.epicgames.com/fortnite/ja/home

※いずれも現在調整中のため変更の可能性があります。

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

日本のトッププレイヤーやトップスト
リーマーとの対戦権を獲得！

大会優勝チームには、プロや有名配
信者との特別マッチにご招待！

達成者ライズと50,000ライアットポ
イント他 を獲得！

＜競技タイトル詳細＞

■フォールガイズ

『Fall Guys: Ultimate Knockout』は、世界中で約4,000万人がプレイする大規模オンラインパー
ティーゲームです。最大60人の参加者がステージが進むごとに出現する障害物に立ち向かい、最後の
1人になるまで競い合います。ルール無用でライバルを押しのけ、物理演算に打ち勝たなくてはならない
カオスが加速し続けるゲームです。

フォールガイズ 公式サイト：https://www.fallguys.com/ja

https://twitter.com/ClashRoyaleJP
https://jp.leagueoflegends.com/ja-jp/
https://www.epicgames.com/fortnite/ja/home
https://www.fallguys.com/ja


アンバサダーインタビュー

■第1回大会より4度目のアンバサダー、アンガールズ田中卓志さん

今年もSTAGE:0が開催となり、もう4回目です。ズバリ、STAGE:0の
見どころや魅力について、教えて下さい。
大会としての名前も大きくなってきたので、より優秀な選手が集まってくると
思います。今まで以上に高校生たちの熱い感情が出る大会になるのでは
ないでしょうか。そこがやはり見ていてぐっと来るものがありますし、ゲーム好き
の人も、そうでない人も楽しめる大会になると思います。

前回大会で田中さんが特に印象に残った試合はありますか？
『リーグ・オブ・レジェンド』で、直前まで勝っていたのに一瞬の隙を突かれて負け
る、といった、思わず負けた方に「あー！」と感情移入してしまう試合がいくつか
ありました。

4回目となる今年のSTAGE:0に、田中さんが期待することは何ですか？
面白いキャラの選手が登場するといいなと思います。STAGE:0のインタビューは、そこでしか見られない選手の素
の姿が見られて面白いシーンでもあります。高校生の面白い、かわいらしい部分も引き出せたりしますね。
あとは、女子の参加人数が爆増してほしいです！少しずつ女子の参加も増えているのですが、女子3人組のチー
ムが決勝まで上がってくるとか、そういうのがもっともっと増えると盛り上がるのではないかと思います。
どうしても大会では男子がゲームをやっているイメージがありますが、今女子もすごくゲームをしていますから。女子
チャンピオンが誕生すると嬉しいですね。

『クラッシュ・ロワイヤル』は、世界1位の選手が参加してくれたりして（同志社・たぁ選手）すごく盛り上がりました。
でも世界1位になった選手がチームに居たとしても、決勝まで進出できない、そこが面白いと思います。
どのゲームも短時間で強くなって参加できるものなので、これはまだまだ参加校が増えそうな感じがします。特に3
つのタイトルの中で迷っている人は、『クラッシュ・ロワイヤル』から入るとチャンスがすごくあるのではないかと思います。

『フォートナイト』では昨年一年生が非常に活躍しました。一年生コンビが優勝を争っていましたね。今年も一年
生が活躍するのではないか、そんな気持ちにさせてくれます。中学生だった子たちがSTAGE:0を目指してゲーム
の練習をしてきているので、一年生が優勝という昨年のパターンになるのか、あるいは昨年1年生だった2年生が
チャンピオンを守るのか、そこが見どころだと思っています。



■第1回大会より4度目のアンバサダー、池田美優(みちょぱ)さん

アンバサダーインタビュー

STAGE:0の見どころや魅力について、教えて下さい。

高校生同士が戦うので、感情がむき出しになる感じがまた高校生らしいと
思います。大人だと感情を抑えがちだと思うんですけど、泣いたり喜んだりが
全部出るのが青春！という感じがして良いなと思います。

4回目となる今年のSTAGE:0に、みちょぱさんが期待することは何ですか？

段々回数を重ねるごとにレベルが高い選手が集まってきているので、今年も
白熱した戦いが起こるのではないかなという期待があります。
1年生が2年生になり、3年生が卒業してもまたその後を継ぐ後輩が出てき
たりと、成長を見るのも楽しみです。

みちょぱさんが注目しているタイトル、注目しているポイントを教えてください。

『フォートナイト』に注目しています！『クラッシュ・ロワイヤル』、『リーグ・オブ・レジェンド』は3人や5人と人数が多
いので、掛け合いが大切になってきますが、『フォートナイト』は2人で協力します。迷惑をかけられない、足を
引っ張れないコンビ感が見えて私は好きです。
また『フォートナイト』は何試合かするので、順位が入れ替わり最後まで結果がどうなるのか分かりません。そこも
好きです。

女子の出場者が年々増えています。

昨年も女の子のいるチームが決勝まで上がってきたり、チームの中でも女の子が一番活躍したりしていました。
やはりまだゲームって男の子のイメージが世間的には強いかもしれませんが、女の子も強い子絶対沢山いるので、
ゲームに自信のある女の子はぜひ応募してほしいですし、同性として活躍している姿を見たいです！



2021年(第3回) 大会実績

■ 参 加 校 数 ：
■配信視聴者数：
■ 大 会 結 果 ：

2020年(第2回) 大会実績

■ 参 加 校 数 ：
■配信視聴者数：
■ 優 勝 校 ：

2019年(第1回) 大会実績

1,475校 参加チーム：1,780チーム 参加人数：4,716名
約136万人 ※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＞渋谷教育学園渋谷高等学校(東京都)
＜フォートナイト＞千葉県立下総高等学校(千葉県)
＜リーグ・オブ・レジェンド＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

1,779校 参加チーム：2,158チーム 参加人数：5,555名
約747万人 ※2020年9月22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＞三田国際学園高等学校(東京都)
＜フォートナイト＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)
＜リーグ・オブ・レジェンド＞角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)

■ 参 加 校 数 ：
■配信視聴者数：
■ 優 勝 校 ：

2,145校 参加チーム：2,478チーム 参加人数：5,919名
約798万人 ※2021年8月24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＞
優勝：角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)
準優勝：山口県立徳山商工高等学校(山口県)

＜フォートナイト＞
優勝：ルネサンス高等学校新宿代々木キャンパス(東京都)
準優勝：成城学園中学校高等学校(東京都)

＜リーグ・オブ・レジェンド＞
優勝：角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)
準優勝：クラーク記念国際高等学校(東京都)

＜フォールガイズ（GAME PARTY)＞
優勝：角川ドワンゴ学園N高等学校(沖縄県)
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)

＜参考資料＞


