
「U19eスポーツ選手権2021supported by 糸井ホールディングス」関連事業

GUNMA × NASEF JAPAN

～U19 e スポーツ選手権採用タイトルにチャレンジしよう～

プロ選手が教える eスポーツ体験会

タイトル

プロプレイヤー

お問い合わせ先

参加対象・定員・参加費用 申し込み方法

日時 / 会場

2022 年

GUNMA eSPORTS
(群馬県高崎市緑町 4-10-3)

※詳細なスケジュールは裏面をご覧ください

※県主催イベント等ガイドラインに基づいて実施します。

毎年世界大会が開催されるほど、世界で最もプレーされているタイトルの１つ
※新型コロナウイルス感染症の状況により開催方法等を
　変更する場合があります。

３月３月
１３:００～

１６:３０
１３:００～

１６:３０
１３:００～
１９日１９日（土）

Shakespeare

【主 催】群馬県、Ｕ１９eスポーツ選手権実行委員会
【共 催】北米教育 eスポーツ連盟 日本本部（NASEF JAPAN）
【協 力】Rascal Jester
【お問い合わせ】群馬県 e スポーツ・新コンテンツ創出課

【主 催】群馬県、Ｕ１９eスポーツ選手権実行委員会

sirotama

Shakespeare

/Rascal Jester /Rascal JesterSirotama

【共 催】北米教育 eスポーツ連盟 日本本部（NASEF JAPAN）
【協 力】Rascal Jester
【お問い合わせ】群馬県 e スポーツ・新コンテンツ創出課

TEL:027-897-2706TEL:027-897-2706 MAIL:kontentsuka@pref.gunma.lg.jpMAIL:kontentsuka@pref.gunma.lg.jp

参加費
無 料
参加費
無 料

３
締 切
３
締 切

１６:３０

https://forms.gle/ENh8YAJSsfcAgpAcAhttps://forms.gle/ENh8YAJSsfcAgpAcA

定員：10名（先着順）
月14日（月）月14日（月）

プロeスポーツチーム「Rascal Jester」メン
バー。
『U19eスポーツ選手権 2021』やN高等学校在
学中にKDG N1のメンバーとして出場した『全
国高校eスポーツ選手権 LoL 部門』(第２回、
第 3回大会 )、『STAGE:0 2020 LoL 部門』に
て優勝。
現在、プロeスポーツ選手として活躍するとと
もに、スターダストプロモーション・デジタル
メディア事業部に所属しタレントとしても活動
する。
Twitter アカウント：@miyu00tomo

プロ eスポーツチーム「Rascal Jester」メン
バー。 出場した「第 1回 U19eスポーツ選手権」
「神田明神カップ 2019」、「Logicool G Cup 
2017」、にて上位入賞。 2018 年「Sunsister 
Reunion」にてプロ eスポーツ選手とし活動し、
2021年より「Rascal Jester」へ移籍し活動
する。
Twitter アカウント：@_Downset

県内在住
又は在学・通勤の
１３歳～１９歳の若者

Hiroyuki N
aito

スケジュール / 出演者

ＭＣ

SPEAKERS

・試合の進め方

・マウスとキーボードでの基本操作

・「MOVA（マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ）」とは

・ポジション（レーン）について

NASEF JAPAN内藤 裕志

eスポーツキャスターsyouryu

s
y
o
u
r
y
u

sirotama

Shakespeare

sirotama

Shakespeare

（13:00~13:40）

「リーグ・オブ・レジェンド」の基本的知識を身につけ
ます。

プロプレイヤーからのアドバイスのもと、「リーグ・オ
ブ・レジェンド」を体験します。体験後にプレーを振
り返ることで、更なるレベルアップを図ります。

プロプレイヤーのプレイする上での視点や日常生活等
を話題として、プロプレイヤー、MC、北米教育 eスポー
ツ連盟 日本本部（NASEF JAPAN）の方達によるクロ
ストークを行います。

クラーク記念国際高等学校
CLARK NEXT Akihabara 教諭笹原 圭一郎

Keiichiro Sasahara

（13:40~16:00）

（16:00~16:30）

北米教育ｅスポーツ連盟 日本本部 統括ディレクター
米国大学スポーツ経営修士課程修了後、ロサンゼルスを
拠点にスポーツエージェント企業にて、選手マネジメン 
ト等を担当。 2019 年に北米教育 e スポーツ連盟に参画。 
長年のスポーツビジネスでの知見を活かし、e スポーツ
を通じた次世代 の可能性の拡大と成長の促進に取り組む。

東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校在籍中から
eSports 花金杯 LoL大会など数多くの大会イベントに
おいて実況を担当。昨年 11月にＧメッセ群馬にて行わ
れた「全日本eスポーツ実況王決定戦」において初代
王者に輝くなど、今後の活躍が期待されるeスポーツ
キャスターのひとり。

2018年 4 月 クラーク記念国際高等学校 秋葉原 IT キャン
パスに入社。2019年より本格的に「eスポーツと教育」に
着手。
eスポーツ海外留学やわかさ生活様と共同開催の「eスポー
ツと目の健康」の授業、日本健康医療専門学校様と「eスポー
ツ選手の身体能力」について共同研究の実施など、現在ま
でeスポーツを通じて様々な教育を行なってきた。
現在は全国各地にあるクラーク記念国際高等学校のeスポー
ツコースやeスポーツ部の運営サポートや授業設計など
CLARK NEXT Akihabara（旧：秋葉原 IT キャンパス）
での経験を活かして全国のクラーク国際生に還元している。

U19e スポーツ選手権は、全国初となる 19歳以下の eスポーツ大会です。
競技タイトルは世界的に人気が高い「リーグ・オブ・レジェンド」です。
本選手権は、次代を担う若者の戦略的思考やチームワーク、コミュニケーション
能力の向上を図るとともに、国内外で有数な若者憧れの大会として開催すること
を目的としています。

U19eスポーツ選手権とは・・・

U19eスポーツ選手権公式ＨＰ

第Ⅰ部 LoL 講座

第Ⅱ部 eスポーツ体験

第Ⅲ部 クロストーク

など



「U19eスポーツ選手権2021supported by 糸井ホールディングス」関連事業

GUNMA × NASEF JAPAN

～U19 e スポーツ選手権採用タイトルにチャレンジしよう～

プロ選手が教える eスポーツ体験会

タイトル

プロプレイヤー

お問い合わせ先

参加対象・定員・参加費用 申し込み方法

日時 / 会場

2022 年

GUNMA eSPORTS
(群馬県高崎市緑町 4-10-3)

( 予定 )

※詳細なスケジュールは裏面をご覧ください

※県主催イベント等ガイドラインに基づいて実施します。

毎年世界大会が開催されるほど、世界で最もプレーされているタイトルの１つ
※新型コロナウイルス感染症の状況により開催方法等を
　変更する場合があります。

３月３月
１３:００～

１６:３０
１３:００～

１６:３０
１３:００～
１９日１９日（土）

Shakespeare

【主 催】群馬県、Ｕ１９eスポーツ選手権実行委員会
【共 催】北米教育 eスポーツ連盟 日本本部（NASEF JAPAN）
【協 力】Rascal Jester
【お問い合わせ】群馬県 e スポーツ・新コンテンツ創出課

【主 催】群馬県、Ｕ１９eスポーツ選手権実行委員会

sirotama

Shakespeare

/Rascal Jester /Rascal JesterSirotama

【共 催】北米教育 eスポーツ連盟 日本本部（NASEF JAPAN）
【協 力】Rascal Jester
【お問い合わせ】群馬県 e スポーツ・新コンテンツ創出課

TEL:027-897-2706TEL:027-897-2706 MAIL:kontentsuka@pref.gunma.lg.jpMAIL:kontentsuka@pref.gunma.lg.jp

参加費
無 料
参加費
無 料

３
締 切
３
締 切

１６:３０

https://forms.gle/ENh8YAJSsfcAgpAcAhttps://forms.gle/ENh8YAJSsfcAgpAcA

定員：10名（先着順）
月14日（月）月14日（月）

プロeスポーツチーム「Rascal Jester」メン
バー。
『U19eスポーツ選手権 2021』やN高等学校在
学中にKDG N1のメンバーとして出場した『全
国高校eスポーツ選手権 LoL 部門』(第２回、
第 3回大会 )、『STAGE:0 2020 LoL 部門』に
て優勝。
現在、プロeスポーツ選手として活躍するとと
もに、スターダストプロモーション・デジタル
メディア事業部に所属しタレントとしても活動
する。
Twitter アカウント：@miyu00tomo

プロ eスポーツチーム「Rascal Jester」メン
バー。 出場した「第 1回 U19eスポーツ選手権」
「神田明神カップ 2019」、「Logicool G Cup 
2017」、にて上位入賞。 2018 年「Sunsister 
Reunion」にてプロ eスポーツ選手とし活動し、
2021年より「Rascal Jester」へ移籍し活動
する。
Twitter アカウント：@_Downset

県内在住
又は在学・通勤の
１３歳～１９歳の若者

Hiroyuki N
aito

スケジュール / 出演者

ＭＣ

SPEAKERS

・試合の進め方

・マウスとキーボードでの基本操作

・「MOVA（マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ）」とは

・ポジション（レーン）について

NASEF JAPAN内藤 裕志

eスポーツキャスターsyouryu

s
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sirotama

Shakespeare

sirotama

Shakespeare

（13:00~13:40）

「リーグ・オブ・レジェンド」の基本的知識を身につけ
ます。

プロプレイヤーからのアドバイスのもと、「リーグ・オ
ブ・レジェンド」を体験します。体験後にプレーを振
り返ることで、更なるレベルアップを図ります。

プロプレイヤーのプレイする上での視点や日常生活等
を話題として、プロプレイヤー、MC、北米教育 eスポー
ツ連盟 日本本部（NASEF JAPAN）の方達によるクロ
ストークを行います。

クラーク記念国際高等学校
CLARK NEXT Akihabara 教諭笹原 圭一郎

Keiichiro Sasahara

（13:40~16:00）

（16:00~16:30）

北米教育ｅスポーツ連盟 日本本部 統括ディレクター
米国大学スポーツ経営修士課程修了後、ロサンゼルスを
拠点にスポーツエージェント企業にて、選手マネジメン 
ト等を担当。 2019 年に北米教育 e スポーツ連盟に参画。 
長年のスポーツビジネスでの知見を活かし、e スポーツ
を通じた次世代 の可能性の拡大と成長の促進に取り組む。

東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校在籍中から
eSports 花金杯 LoL大会など数多くの大会イベントに
おいて実況を担当。昨年 11月にＧメッセ群馬にて行わ
れた「全日本eスポーツ実況王決定戦」において初代
王者に輝くなど、今後の活躍が期待されるeスポーツ
キャスターのひとり。

2018年 4 月 クラーク記念国際高等学校 秋葉原 IT キャン
パスに入社。2019年より本格的に「eスポーツと教育」に
着手。
eスポーツ海外留学やわかさ生活様と共同開催の「eスポー
ツと目の健康」の授業、日本健康医療専門学校様と「eスポー
ツ選手の身体能力」について共同研究の実施など、現在ま
でeスポーツを通じて様々な教育を行なってきた。
現在は全国各地にあるクラーク記念国際高等学校のeスポー
ツコースやeスポーツ部の運営サポートや授業設計など
CLARK NEXT Akihabara（旧：秋葉原 IT キャンパス）
での経験を活かして全国のクラーク国際生に還元している。

U19e スポーツ選手権は、全国初となる 19歳以下の eスポーツ大会です。
競技タイトルは世界的に人気が高い「リーグ・オブ・レジェンド」です。
本選手権は、次代を担う若者の戦略的思考やチームワーク、コミュニケーション
能力の向上を図るとともに、国内外で有数な若者憧れの大会として開催すること
を目的としています。

U19eスポーツ選手権とは・・・

U19eスポーツ選手権公式ＨＰ

第Ⅰ部 LoL 講座

第Ⅱ部 eスポーツ体験

第Ⅲ部 クロストーク

など
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