News Release

2018 年 8 月 6 日
スカパーＪＳＡＴ株式会社

出場者 16 名が決定!!

8 月 31 日（金）Zepp 名古屋開催
『BS スカパー! BAZOOKA!!!
第 14 回高校生 RAP 選手権 in NAGOYA』
スカパー! は、
『BS スカパー! BAZOOKA!!!第 14 回高校生 RAP 選手権 in NAGOYA』を 8 月 31 日（金）
、
Zepp 名古屋（愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-7）で開催します。本大会出場者 16 名を 8 月 6 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。
若手ラッパーの日本一を決めるフリースタイルバ
トル「BAZOOKA!!!高校生 RAP 選手権」
。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。出場者は全国から集まり、普段交わる事のない
高校生たちがラップを通して友情を育み、熱い青春
バトルを繰り広げます。オーディションを東京・大阪
で開催。大会を重ねるごとにハイレベルになるオー
ディションを勝ち抜いた 16 名が名古屋で決戦、高校
生ラッパーの頂点が決定します。
ラップブームと言われる昨今、スカパー! はブームとしてラップをとりあげるのではなく若者の“生き方”
を記すひとつの形として本大会を開催し続けます。
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STILLFIGHT

■本大会では『LINE RECORDS 賞』『mysta 賞』を制定！
『LINE RECORDS 賞』
LINE LIVE での事前配信+当日パフォーマンスを総合的に審査し、LINE RECORDS が選定。
受賞者には、LINE RECORDS アーティスト活動支援 Project として、楽曲制作サポート（プロデューサーのブッキング
/楽曲制作、原盤制作支援、LINE MUSIC での楽曲配信）とプロモーションサポート（LINE RECORDS など LINE 公式
アカウントからプロモーション告知、LINE MUSIC アプリ内でのプロモーション協力）などを提供予定。
‐8/6(月)22：00～各選手の配信開始予定

『mysta ベストバウト賞』

本大会の中から、ベストバウトを選出。mysta ベストバウト賞に選ばれた選手 2 人に BS スカパー! BAZOOKA!!!内での
ライブパフォーマンスが出来る権利を贈呈!! ※詳細は後日発表予定

<BAZOOKA!!!第 14 回高校生 RAP 選手権応援企画＞

ｍysta アプリで本戦出場者 16 名の紹介動画・自己紹介 RAP 及び楽曲・PV を見て、大会まで選手を応援しよう!!!
-8/7(火)12：30～配信開始予定

■大会初！過去大会優勝者が審査員として参加決定！！
本大会の審査員にはおなじみの、漢 a.k.a. GAMI 、MARIA（SIMI LAB）
、DOTAMA に加えて、第 1 回大会・第 4 回
大会の優勝者 T-Pablow と、地元・名古屋出身ラッパーの呂布カルマの参加も決定しました。

≪BS スカパー! BAZOOKA!!!第 14 回高校生 RAP 選手権 in NAGOYA 開催概要≫
イベント名：BS スカパー! BAZOOKA!!!第 14 回高校生 RAP 選手権 in NAGOYA
開催日時 ：8 月 31 日（金） OPEN 17:00 / START 18:00
開催場所 ：Zepp 名古屋（愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-7）
出演者
：小籔千豊 / やべきょうすけ / くっきー（野性爆弾） / 中嶋イッキュウ(tricot) /
Licaxxx / 紗蘭
：漢 a.k.a. GAMI /MARIA （SIMI LAB）/ DOTAMA / 呂布カルマ / T-Pablow
審査員
主催・企画制作：スカパーＪＳＡＴ株式会社
チケット ：発売中
価格：\4,000（税込） ドリンク代別 \500
チケットぴあ
：http://w.pia.jp/t/highschoolrap-a/
ローソンチケット
：http://l-tike.com/bazooka_rap_ngy
イープラス
：http://eplus.jp/rap_highschool/

■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、スカパー! 公式サイトにも掲載されております。https://www.skyperfectv.co.jp/

