News Release

2017 年 8 月８日
スカパーＪＳＡＴ株式会社

出場者 16 名が決定!!

8 月 16 日（水）
・17 日（木）開催

『BS スカパー! BAZOOKA!!!
第 12 回高校生 RAP 選手権 in 幕張』

スカパー! は、幕張メッセ・幕張イベントホールで『BS スカパー! BAZOOKA!!!第 12 回高校生 RAP 選手

権 in 幕張』を 8 月 16 日（水）、17 日（木）の 2 日間にわたって開催します。本大会出場者 16 名を 8 月 7
日（月）放送の BS スカパー! のレギュラー番組『BAZOOKA!!!』内で発表しました。
第 12 回大会は大会初となる２days 開催となり、
1 日目に開催される LIVE アクトには、ヒップホッ
プシーンを牽引する豪華メンバーに加え、高校生
RAP 選手権に出場経験のある卒業生も参加。2 日
目は、大阪・東京会場の予選オーディションを勝ち
抜いた若きラッパーが優勝を目指し、しのぎを削
ります。会場は幕張メッセ。不良や、ネットラッパ
ーなど個性ある素人の高校生たちが、それぞれの
生い立ちを全面にぶつけ、同じ土俵、同じルールで
フリースタイルのラップ MC バトルを展開します。
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■学生特別キャンペーン！

1 日目 8/16（水）の公演を 22 歳以下の学生の皆様を限定枚数にてご招待いたします！
詳細はこちら http://w.pia.jp/p/brap17st/
受付期間：8/13（日）23:59 まで。
※先着にて、お一人様 4 枚までお申込み出来ます。
※スタンド席になります。
※当日年齢を証明する身分証が必要になります。

■8 月中旬に高校生 RAP 選手権オリジナルアプリ登場！

BAZOOKA!!!高校生 RAP 選手権公式アプリ！フリースタイル MC バトルで高校生日本
一を決める“高校生 RAP 選手権”を完全網羅！BAZOOKA!!!公式 HP、および SNS で掲
載される“高校生 RAP 選手権”情報や最新動画はもちろん、過去大会のベストバウトの
動画やオフィシャルグッズ情報など、このアプリがあれば情報を逃すことなし！

＜高校生 RAP 選手権とは＞

番組のコーナーの一つとして立ち上がった企画が、第 3 回大会では会場をスタジオからライブハウスに移

し、第 6 回大会は初の生放送 3 時間スペシャルでオンエアするなど、回を重ねるごとに規模を拡大。記念す
べき第 10 回大会は、日本音楽の聖地・日本武道館にて歴代チャンピオン 5 名と視聴者からの人気投票で選
ばれた 11 名、合計 16 名によるオールスター戦として開催しました。そして、前回の第 11 回大会は初の東
北開催。過去最高の 1,000 名を超える応募者の中には高校生 RAP 選手権を見てフリースタイルラップを始
めた参加者も参戦するなど、ラップ選手権新世代の幕開けも期待される大会となりました。過去には大会出
場をきっかけに、レーベルへの所属が決定し CD デビューを果たした出場者も生まれています。“フリースタ
イルラップの甲子園”として年々人気が高まる本大会は、自身の置かれた境遇や悩み、大会にかける思いなど、
等身大の言葉で思いを表現する若きラッパーのそのまっすぐな気持ちが会場にいる全ての人を惹きつけ、ラ
ップや HIPHOP ファンに留まらず、高校生はもちろん、様々な年代をも魅了してきました。

≪イベント開催概要≫

イベント名：BS スカパー! BAZOOKA!!!第 12 回高校生 RAP 選手権 in 幕張
開催日時 ：2017 年 8 月 16 日（水）後 6 時/開場 後 7 時/開演
2017 年 8 月 17 日（木）後 6 時/開場 後 7 時/開演
開催場所 ：幕張メッセ・幕張イベントホール（千葉県千葉市美浜区中瀬 2 丁目 1）
出演

：2017 年 8 月 16 日（水）AK-69、ANARCHY、Creepy Nuts、
NITRO MICROPHONE UNDERGROUND
BAD HOP、ちゃんみな 、EINSHTEIN & 言 xTHEANSWER
抽選会 MC：くっきー（野性爆弾）、紗蘭
オーディション審査員：HIDADDY、KEN THE 390、MC 正社員

、Licaxxx、紗蘭
2017 年 8 月 17 日（木）小籔千豊、やべきょうすけ 、くっきー（野性爆弾）
審査委員長：漢 a.k.a. GAMI
審査員
：R-指定（Creepy Nuts）、MARIA（SIMI LAB）
、鎮座 DOPENESS、DOTAMA
レフェリー：HIDADDY／DJ：KEN-BO
主催・企画・制作：スカパーＪＳＡＴ株式会社／DISK GARAGE
公式サイト：https://www.bs-sptv.com/bazooka/rap/
本公演に関するお問い合わせ先：DISK GARAGE 050-5533-0888（平日 12:00～19:00）
≪チケット販売概要≫ ※上記公式サイトからご確認いただけます※
一般販売受付：発売中
価格：8 月 16 日（水）1day チケット \5,000（税込）／8 月 17 日（木）1day チケット \5,000（税込）
プレイガイド：http://w.pia.jp/t/bazooka-rap/（ぴあ）
、http://l-tike.com/bazooka（ローソン）
http://eplus.jp/bazooka-mh/（イープラス）
リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。
「ヨムミル! ONLINE」 https://yomumiru.skyperfectv.co.jp

