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スカパー! は、本日 3 月 17 日（土）に豊洲 PIT で『BS スカパー! BAZOOKA!!!第 13 回高校生 RAP

選手権 in TOKYO』を開催し、G-HOPE が優勝しました。第 13 回大会の模様は BS スカパー! で 4 月

16 日（月）午後 9 時より放送する「BAZOOKA!!!」でお送りします。 

 

3 月 17 日（土）、豊洲 PIT に集結した若手ラッパー16 名。大会史上最多となる全国 5 ブロックで開

催したオーディションを通過した出場者は、16 名中 10 名が本戦初出場。今年で高校を卒業する出場者

にとっては、今大会が高校生 RAP 選手権を優勝するラストチャンス。熱気が充満する会場には全国か

らオーディエンスが来場し、悲願の大会初制覇、初出場での王者、など、出場者それぞれの想いをかけ

たバトルが繰り広げられました。 

 

■第 1 回戦からハイレベルなバトルが繰り広げられた！  

今大会は 3 大会ぶりの東京開催。前回大会同様に、本戦出場者の大多数が初出場者だった。第 1 回戦のト

ップバッターは、前回大会初出場ながら準決勝まで進出した Red Eye と今大会初出場の阿修羅。今大会を占

う 1 試合目は、接戦の末、阿修羅が勝利。初戦から前回ベスト 4 が姿を消す展開に今大会もレベルの高さが

うかがえる。1 回戦を終了し、本戦出場経験者 6 名のうち 1 回戦を突破したのは半数の 3 名。ルーキーによ

る活躍、そして優勝に期待する会場に対し、本戦出場経験者も順当に 2 回戦を勝ち進んでいくハイレベルな

バトルに会場も熱狂。準決勝は、阿修羅と HARDY、そして十六夜と G-HOPE が対戦。初出場と本戦出場経

験者が決勝をかけて戦う展開となった。 

 

■決勝は悲願の初制覇をかけ、HARDY と G-HOPE がバトル！（見出し） 

決勝は、過去 2 大会、注目を集めながら初戦で散っ

た HARDY と 前 回 大 会 決 勝 で 散 り 雪 辱 に 燃 え る

G-HOPE の闘い。どちらも悲願の初制覇をかけた闘い

に会場のボルテージも最高潮。二人のハイレベルなバト

ルに会場も熱狂する中、決勝が行われた。対決は一度で

勝敗を決めることができず再戦。2 回目のバトルもハイ

レベルで、審査員に長い協議を強いるほどだった。そし

て協議の末、チャンピオンとして名前が呼ばれたのは今

大会がラストチャンスだった G-HOPE。審査委員長・

漢 a.k.a. GAMI からは「一歩上に いってたのが

G-HOPE だった」と僅差の末の勝敗だったことが述べられた。  
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＜優勝者・G-HOPE コメント＞ 

優勝候補と言われて、もしこれで優勝できなかったらと思うと、すごいプレッシャーでした。プレッシャー、

スタミナ、自分との戦いで、最後だから全力出せればいいなと思って挑みました。ぶっちゃけ無理だと思っ

たんですけど、全力尽くせばいけるもんですね。（笑）これで最後、（前回決勝で負けた）Core-Boy と戦う

ことができないのは悔しいですが、優勝できてよかったです。 

 

＜MC・小籔千豊 コメント＞ 

今回もみんなすばらしい高校生たちでした。負けた子の中でも好きやなと思う子たちもいっぱいいて、ラッ

プ、CD をもっと聞いてみたいなと思いました。いつかこの子たちが CD を出してラッパーとして有名になる

ことが楽しみになるような大会でした。決勝はどっちが勝ってもおかしくなかったので、負けた HARDY 君

とか悔しいと思うんですがすごくよかったですし、G-HOPE 君の優勝もおめでたいなと思います。また 14

回大会もちゃんとした大会になりそうな感じがしてよかったなと思います。爽やかな RAP 選手権、次回第

14 回大会できたらいいなと思います。 

 

＜MC・やべきょうすけ コメント＞ 

これまで RAP 選手権を何回か見せてもらっているんですけど、常連組と言われる人たちと新たな顔という選

手の激突が面白かったです。一度、高校生 RAP を経験した子たちが、次出るまでの期間、どれだけ RAP を

やってきたのか、それがこの大一番で出るんだなと思いました。ベスト４くらいまで上がってくるんですけ

ど、そこから決勝への壁に、敗戦を経験した差がでるのかなと思います。次回 14 回大会の時は今回敗れた

子たちが、いったいどのくらいスキルを上げて帰ってくるのか楽しみです。今回も次につながる高校生 RAP

で、次回、めちゃめちゃ楽しみです。 

 
◆本戦トーナメント 出場者一覧◆ 

 

 

  

  

 

   

阿修羅 十六夜 LITO Kai-Tone 風立 
コウキ 

a.k.a 仏 
G-HOPE 達磨 

新潟県 大阪府 大阪府 沖縄県 大阪府 千葉県 長野県 愛知県 

初出場 初出場 2 回目 初出場 初出場 初出場 3 回目 初出場 

        
        

T-Swagg $ph1N HARDY はまぞう FXAR U-mallow Luiz Alves Red Eye 

神奈川県 静岡県 大阪府 愛知県 青森県 茨城県 東京都 大阪府 

初出場 初出場 3 回目 ２回目 初出場 初出場 4 回目 2 回目 

 



■第 13 回大会の模様は 4 月 16 日（月）の「BAZOOKA!!!」で放送！ 

第 13 回大会の模様は、BS スカパー! で 4 月 16 日（月）午後 9 時から放送する「BAZOOKA!!!」にてお

送りします！放送に関する詳細は以下をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高校生 RAP 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 12 回大会は初の 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、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、多彩かつ豪華メンバーによる LIVE アクトを開催し、2 日目

に本大会を実施する音楽イベントとして大きく躍進しました。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。 

 

■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 

ダウンロード URL：http://highschool-rap.com 

 

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 

 

 

≪放送概要≫ ※下記の放送スケジュールは変更になる場合がございます。 

タイトル ：BAZOOKA!!! ＃227 

放送日時 ：4 月 16 日（月）後 9 時～ 

出演者 ：【MC】小籔千豊、やべきょうすけ 

【レギュラーメンバー】くっきー（野性爆弾）、千鳥、Licaxxx、紗蘭 

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/ 

公式 Twitter アカウント：@BAZOOKA_BS241 

http://highschool-rap.com/
https://www.bs-sptv.com/bazooka/

