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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した。本日 17 日（木）、第 12 回

大会本戦トーナメントを行い、Core-Boy が優勝しました。 

第 12 回大会の模様は 9 月 4 日（月）午後 9 時より、16 日（水）に行われた LIVE アクトの模様は 9 月

11 日（月）午後 9 時より BS スカパー! で放送します。 

なお、第 13 回大会が 2018 年春開催することが決定しました。詳細は決まり次第、公式アプリ

「BAZOOKA!!!高校生 RAP 選手権」で発表していきます。 

 

今大会は初となる２days 開催。1 日目は翌日行われる大会本戦トーナメントの組み合わせ抽選会を行い、

その後、豪華メンバーによる LIVE アクトを開催しました。LIVE アクトには、伝説のヒップホップ集団とし

て知られる「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」などのメンバーに加え、高校生 RAP 選手権の出場

を経て大きな飛躍を遂げた面々など、多彩かつ豪華ラインナップが集結しました。 

2 日目は、大会本戦トーナメントを開催。今大会も大阪・東京会場の予選オーディションを勝ち抜いた 16

名が参戦しました。年度が変わり、今大会から出場資格を得た出場者や本戦初登場も多く、新たなスターの

台頭が期待される会場には、全国からオーディエンスが来場。初戦は「MOGURA 対よんろく」、RAP 歴わず

か 2 ヶ月ながら前回大会本戦でベスト 4 の大番狂わせを果たした MOGURA、対するは本戦初出場のよんろく
・ ・ ・ ・

が対戦。結果は、よんろく
・ ・ ・ ・

の完勝、初戦から前回ベスト 4 を初登場が破る展開に、今大会もレベルの高さを

期待させる幕開けとなりました。悲願の大会制覇、初の女性チャンピオン、本戦初登場による王者、それぞ

れの想いかけて繰り広げられた本戦、迎えた決勝は前回大会で因縁のある「G-HOPE 対 Core-Boy」。前回大

会で準優勝を果たした Core-Boy、そして 2 回戦で Core-Boy に敗れた G-HOPE が合間みえました。悲願の

優勝かけた対決は、会場のボルテージが一段と高まる中で展開されました。対決は一度で勝敗を決めること

ができず再戦が行われ、その結果、Core-Boy が第 12 回王者に輝き、前回大会の雪辱を果たしました。大会

総括として審査委員長・漢 a.k.a. GAMI から「今回は拮抗した試合が多かった。審査委員みんなと相談して

決めることが多かった。」と大会のレベルの高さを表す言葉で振り返りました。 
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BS スカパー! BAZOOKA!!!  
第 12 回高校生 RAP 選手権 in 幕張 

チャンピオンは Core-Boy！ 
大会は 9/4（月）、LIVE アクトは 9/11（月）に放送！ 

次回、第 13 回大会は来春で開催決定！ 

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



＜優勝者・Core-Boy コメント＞ 

前回の準優勝は、準優勝でも手ごたえがありました。優勝者よりも目立つ準優勝者になれたので、前回は前

回で成功だったと思っています。今回の場合はメンバーがメンバーで一人一人が色濃くて優勝した奴がメデ

ィアに真っ先に取り上げられる状態を予想したので優勝するのが一番プロモーションになるかなと思って優

勝できて良かったです。 

 

＜MC・小籔千豊 コメント＞ 

RAP のことは素人ですけど、今大会はフロウというかノリが気持ちいい感じで歌う子が多かった気がします。

色んなスタイルの子が出てきて楽しかったです。女の子、オタクの子、不良の子、いじめられっ子、これだ

けバラエティに富んだ大会も珍しいんじゃないかなと思います。。 

 

＜MC・やべきょうすけ コメント＞ 

僕の中の RAP は高校生 RAP 選手権に出たすべての人なので、僕にとってのある種のヒーローです。僕もそ

うでしたが「RAP、何言っているかわからない」という人に、高校生 RAP 選手権を観て、HIPHOP、RAP の

在り方を彼らから学んでほしいです。ジャンルにとらわれず、もっと大人たちが HIPHOP や RAP が根付く

ために頑張っている彼らをちゃんと観てほしいです。是非また次回、皆さんにお会いできることを楽しみに

しています！ 

 

◆本戦トーナメント 出場者一覧◆ 

        

Hardy JB KIKI Spada Luiz Alves だーひー G-HOPE NOMAN 

大阪府 沖縄県 大阪府 東京都 東京都 宮崎県 長野県 青森県 

２回目 初登場 初登場 初登場 ３回目 初登場 ２回目 初登場 

        
 

 

  

   

 

いそじん CESIA よんろく TERU MOGURA Red Eye Core-Boy はまぞう 

大阪府 千葉県 神奈川県 大阪府 北海道 大阪府 東京都 愛知県 

初登場 初登場 初登場 初登場 ２回目 初登場 ２回目 初登場 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■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！ 

【アプリ仕様】 

名称：BAZOOKA!!!高校生 RAP 選手権 

利用条件：iOS9.0 以降（推奨）／Android5.0 以降（推奨）   価格：無料 

 

＜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。 

 

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 

 

 

≪「第 12 回高校生 RAP 選手権」本戦 放送概要≫ 

番組名  ：BAZOOKA!!! 第 12 回高校生 RAP 選手権 in 幕張 

放送日時 ：2017 年 9 月 4 日（月）後 9 時～後 11 時 

MC    ：小籔千豊、やべきょうすけ MENBER ：くっきー（野性爆弾）、Licaxxx、紗蘭 

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 

 

≪「第 12 回高校生 RAP 選手権」LIVE アクト 放送概要≫ 

番組名  ：BAZOOKA!!! ＃208 

放送日時 ：2017 年 9 月 11 日（月）後 9 時～後 10 時 

出演者  ：AK-69、ANARCHY、Creepy Nuts、NITRO MICROPHONE UNDERGROUND、 

BAD HOP、ちゃんみな 、EINSHTEIN & 言 xTHEANSWER 

 

≪共通事項≫ 

チャンネル：BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 579） 

視聴方法 ：スカパー! のチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。 

公式サイト：https://www.bs-sptv.com/bazooka/rap/ 

公式 Twitter アカウント：@BAZOOKA_BS241 

※上記の情報は変更になる場合がございます。 
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