


はじめに

毎日新聞社は2022年2月21日に創刊150年を迎えます。この１５０年間で、数々の

スポーツ、 芸術、文化の普及・発展を支え、応援してきました。

弊社は、歴史と伝統を受け継ぎながら、新しい文化を発信し、世の中を動かしていく

ことに邁進してきました。

その中で、国内外で若者が熱狂する“eスポーツ”に大きな魅力と可能性を

感じ、“eスポーツ”を新時代を象徴する新しい文化としてさらに発展させていくために、

2018年に第1回全国高校eスポーツ選手権を立ち上げました。

これまで大会へ全国から多くの高校生に参加して頂きました。eスポーツの盛り上がり

と大会への情熱や仲間との絆・団結を見せてくれました。

高校生からは 「自分たちが時代を築いていく」、「大会をキッカケに新しい仲間と出

会えた」、「毎日学校に行くのが楽しくなった」、先生方からは「生徒の仲が深まりチーム

で頑張ることの楽しさを学べた」、「普段静かな生徒が大会で勝つためにリーダーとなり

成長できた」 など様々な感想をいただきました。

eスポーツを通じて成長の機会を提供できる大会を目指します
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eスポーツとは

ｅスポーツ （ｅｓｐｏｒｔｓ / エレクトロニック・スポーツ）

「ｅスポーツ（ｅ-Ｓｐｏｒｔｓ）」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、
広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、

コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦を

スポーツ競技 として捉える際の名称。

第3回全国高校eスポーツ選手権決勝大会より
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eスポーツとは

世界のeスポーツ市場

ｅスポーツ市場 増加傾向

約1752億円

出典：2020年7月 Newzoo
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約1068億円



eスポーツとは

日本のeスポーツ市場

出典：ファミ通
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約184億円

約87億円



eスポーツとは

日本のeスポーツファン数

出典：ファミ通
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約800万人

約1500万人



全国高校eスポーツ選手権とは

高校単位で出場するeスポーツ大会

仲間と一緒に参加できるゲームタイトルを採用

年々参加チームが増加
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第1回 153チーム
第2回 222チーム
第3回 346チーム

第4回エントリーチーム募集中！！

・eスポーツを通じて学校だけでなく地域の活性化に貢献
・高校で継続して取り組んでもらうことで

eスポーツの定着を目指します



第4回 実施概要

第4回全国高校 eスポーツ選手権

目 的 eスポーツを楽しむ高校生を応援し、eスポーツを通じて成長できる大会にすること

主 催 一般社団法人全国高等学校eスポーツ連盟、毎日新聞社

特別協賛 株式会社サードウェーブ

後 援 文部科学省 オンラインゲーム・eスポーツ議員連盟

運営協力 E5esports works

協 賛 複数社を予定

参加資格 同じ高校（※）から出場すること

※文部科学省が定める大学入学資格の条件に該当する学校に所属していること

参加費 無料

日 程 予選：2021年9月～11月

決勝大会：2021年12月

会 場 予選：オンライン

決勝大会：未定

参加高校数 目標1,000校
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8
採用タイトル

ジャンプやロケット飛行がで
きる特殊な車を操作してサッ
カーを行う架空のスポーツを
題材としたゲーム。
ルールが分かりやすく、初心
者でも観戦を楽しめます。

世界最大のプレイヤー数（月
間1億人以上）を誇る陣取り
ゲーム。
仲間と協力し相手の本拠地を
目指します。
競技性が高く、戦略性や判断
力が問われます。

競技人数 ３人vs３人 競技人数 ５人vs５人

高校生が継続して競技に取り組めるよう4大会連続で同タイトルを採用
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人気のシューティングタイトル「フォートナイト」を新たに採用

＜競技形式＞
２人1組でチームを組み、30チームが同時に対戦。最も多くポイントを獲得した
チームが勝利。
＜フォートナイトとは＞
全世界で３億人以上がプレイする人気タイトル。世代を問わず幅広い年代から愛さ
れているゲーム。教育的な観点からも注目を集め、親子大会も開催されている。
＜採用理由＞
・高校生がプレイしている人気タイトル
・大会として新たなジャンルのシューティング
・年齢別レーティング制度では15歳以上の「CERO C」に該当。高校１年生からエ
ントリーが可能。

新規タイトル
9

featuring



LIVE配信（予定）
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配信内容

配信先

※アーカイブのみ

・毎日新聞デジタル
https://mainichi.jp/ajhs-esports/

・Twitch
https://www.twitch.tv/ajhs_esports

・Twitter
https://twitter.com/ajhs_esports

・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC2OpRCMIYRYGjnIt-Fv32kA

予選
決勝大会進出が決まる予選決勝を配信

・ロケットリーグ
配信日：2021年10月９日（土）
試合数：4（ゲーム数は8～12）
試合形式：Bo3
・リーグ・オブ・レジェンド
配信日：2021年11月23日（祝・火）
試合数：4（ゲーム数は4）
試合形式：Bo1
・フォートナイト
配信日：2021年11月20・21日（土・日）
試合数：2（ゲーム数は12)
試合形式：ポイント制

決勝大会
準決勝、決勝を配信（フォートナイトは決勝のみ）

・ロケットリーグ
配信日：2021年12月25日（土）
試合数：準決勝、決勝3（ゲーム数は9～15）
試合形式：Bo5
・リーグ・オブ・レジェンド
配信日：2021年12月26日（日）
試合数：準決勝、決勝3（ゲーム数は4～5）
試合形式：準決勝はBo1、決勝はBo3
・フォートナイト
配信日：2021年12月19日（日）
試合数：決勝１（ゲーム数は6）
試合形式：ポイント制

※Bo1:1戦先勝、Bo3：2戦先勝、Bo5:３戦先勝
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第3回大会配信実績

配信日 配信時間 配信内容

11/23（月・祝） 4時間4分46秒 ロケットリーグ予選

12/20（日） 6時間5分40秒 リーグ・オブ・レジェンド予選

3/13（土） 4時間34分４１秒 ロケットリーグ決勝大会

3/14（日） 6時間41分52秒 リーグ・オブ・レジェンド決勝大会

▼11/23 RL予選 ▼12/20 LoL予選 ▼3/13 RL決勝 ▼3/14 LoL決勝

再生視聴回数

1,151,757 回

配信内容
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第3回大会メディア露出実績
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露出メディア回数

745
広告換算額

¥516,770,611
※TV:6 新聞：91 web：648 ※予選、決勝大会前後のみ

▼3/21テレビ朝日「ReALe」▼3/15 4gamer▼11/25 釧路新聞 ▼3/31web sportiva

▼4/8MBS「YUBIWAZA」



協賛メニュー
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200万円

ロゴ掲出：公式HP、大会印刷物
サイズの指定は出来ません
(枠面積)

ロゴ掲出：予選・決勝の配信時のインターバル中とゲーム画面中でのローテーションバナー
サイズの指定は出来ません
(枠面積)

呼称権
（ex.〇〇〇は第4回全国高校eスポーツ選手権を応援しています）＋エンブレム使用権

使用の際は事前審査が必要です
2022年1月まで利用可

毎日新聞：特集紙面（全国版）での広告（ロゴ）掲載
サイズの指定は出来ません
(枠面積)

【standard】

80万円

ロゴ掲出：公式HP
サイズの指定は出来ません
(枠面積)

ロゴ掲出：予選配信時のインターバル中とゲーム画面中でのローテーションバナー
サイズの指定は出来ません
(枠面積)

呼称権
（ex.〇〇〇は第4回全国高校eスポーツ選手権を応援しています）＋エンブレム使用権

使用の際は事前審査が必要です
2022年1月まで利用可

【trial】※初協賛の企業様対象

「standard」または「trial」をお申し込みいただきます。
「standard」をお申し込みいただくと「option」「in game」の追加が可能です。

※呼称権以外の大会素材の利用は別途料金となります。何卒ご了承ください。
※毎日新聞地方版でも大会を応援する企画を掲載することがあります。



協賛メニュー
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100万 決勝大会ユニフォームロゴ鎖骨（左右のいづれか一カ所※除くFT）／2社 ※①

150万 ＣＭ放送：予選大会のインターネット配信（30秒×5回保証）／5社（１社１種） ※②

300万 ＣＭ放送：決勝大会のインターネット配信（30秒×5回保証）／12社（１社１種） ※③

500万 プライズ権：決勝大会表彰式で副賞贈呈／各3社 ※④

400万 決勝大会組合せ抽選会ネット配信番組の冠スポンサー（除くFT）※スポンサーいなければ抽選会配信中止 ※⑤

200万 サンプリング：参加チームへの商品送付＋SNS拡散／送料実費は貴社負担 ※⑥

200万 トーナメント表ロゴ掲出／4社 ※⑦

300万 個人表彰（MVPなど）／複数社 ※⑧

30万 Twitterキャンペーン／複数社 ※⑨

150万 応援メッセージキャンペーン／1社 ※⑩

300万 決勝大会PDF号外／1社または2社 ※⑪

100万 大会規約、ルールブック／4社 ※⑫

20万 メール配信／複数社 ※⑬

200万 冠番組／複数社 ※⑭

500万 カテゴリー独占権（8月末日締切）／詳細は各営業担当へお聞き下さい ※⑮

【option】



協賛メニュー
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50万
【LoL】スタート探索ロゴ／1社～4社
※1ゲームあたり試合開始から1分間、1社8秒で回転して表示

※A 

100万
【LoL】バロン出現・討伐ロゴ／1社
※1ゲームあたり0回～2回（試合内容により変動）

※B

300万
【RL・LoL】リプレイロゴ／1社(2回～約6回)
※1ゲームあたり2回～6回（試合内容により変動）

※C

100万
【LoL】勝利目前バナー／1社
※1ゲームあたり約10秒（試合内容により変動）

※D

250万
【RL・LoL・FT】勝利チーム静止画ロゴ／各1社
※1部門のみ掲出100万
※1ゲームあたり約4～約8秒

※E

250万
【RL・LoL・FT】ハイライトバナー／各１社
※1試合終了後に約2分掲載×1日の試合数＋番組最後に1日のまとめたハイライトを掲載
※1部門のみ掲出100万

※F

500万(G)
250万(H)

【RL・LoL・FT】実況解説中ロゴ掲載／G3社、H6社
※約2分～約4分×試合開始前後
※1部門のみ掲出 G200万・H100万

※G・H

400万円
【RL・LoL・FT】商品ディズプレイ／3社
※実況/解説側・約2分～約4分×試合開始前後
※1部門のみ掲出150万

※I

500万
【RL・LoL・FT】アナリストトーク中広告バナー／各2社
※1ゲームあたり約3分掲載
※1部門のみ掲出200万

※J

500万
【RL・LoL・FT】スポンサーインタビュー／各2社
※1部門のみ実施200万

※K

250万
【RL・LoL・FT】クーポン・プレゼント企画／各3社
※1部門のみ実施100万

※L

【in game】

※ロゴ：社名or商品のロゴ、バナー：社名or商品のロゴor純広告のいずれか
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standard、trial 200万，80万

▶公式Twitter
https://twitter.com/ajhs_esports

▶公式サイト
https://www.ajhs-esports.jp/

第３回公式サイト

※掲出は、協賛確定後露出いたします。掲載時期詳細は、各営業とご相談下さい。
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ロゴ
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standard、trial 200万，80万

▶大会再録紙面

▶in game中のロゴ掲出

▶インターバル中のロゴ掲出

ロケットリーグ リーグ・オブ・レジェンド フォートナイト

※ローテーション広告は５秒前後で切り替わります
※掲載位置、掲載サイズは変更となる可能性がございます
※trialは予選のみ

第３回再録紙面

17

ロゴ

ロゴ

ロゴ

ロゴ

※standardのみ
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【option】決勝大会ユニフォームロゴ鎖骨※①（100万）

配信内での露出はもちろんメディアへの露出も期待できます。

▶ユニフォーム掲載イメージ ▶メディア掲載イメージ▶配信掲載イメージ

ロゴ



▼CM配信（30秒×5回保証）

【option】CM配信※②予選（150万）※③決勝（300万）プライズ権副賞※④（500万）

▼プライズ権：決勝大会表彰式で副賞贈呈
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決勝大会の組み合わせ抽選会を貴社冠番組としてライブ配信（RL、LoLのみ）

配信日：2021年12月上旬
配信時間：各部門30分前後
露出内容：画面フッターのロゴ掲出、配信内での貴社PR、インターバルのCM放送など
配信内容：①予選振り返り、②抽選会、③選手インタビュー
出演者：MC、決勝大会進出チーム（予定）

▶第２回決勝大会抽選会

【option】決勝大会抽選会配信※⑤（400万）
20

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ
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▼昨年事例（日清食品様）

全チームにプレゼント

▼各チームのツイート

【option】サンプリング：参加チームへの商品送付＋SNS拡散※⑥（200万）
21
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予選から決勝大会までのトーナメント表に貴社ロゴを掲載。
※フォートナイトはグループ表を予定

ロゴ ロゴ

【option】トーナメント表ロゴ※⑦（200万）

※配信イメージ



23■主な掲載イメージ

スポンサーロゴ スポンサーロゴ

スポンサーロゴ スポンサーロゴ

スポンサーロゴ
スポンサーロゴ スポンサーロゴ スポンサーロゴ

スポンサーロゴ スポンサーロゴ

★公式ホームページ

★大会配信

★公式Twitter

【option】トーナメント表※⑦（200万）
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★予選・決勝大会 組み合わせ＆結果リリース

（前回事例）
第３回決勝大会
組み合わせ決定

（前回事例）
第３回決勝大会

結果

（参考）1リリースあたりのメディア広告価値：約300万円、トーナメント表を掲載したリリース回数：8回

スポンサーロゴ スポンサーロゴ

スポンサーロゴ
スポンサーロゴ

スポンサーロゴ スポンサーロゴ

スポンサーロゴ スポンサーロゴ

【option】トーナメント表※⑦（200万）
■主な掲載イメージ
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各部門から選出されるMVPのタイトル冠名、副賞を進呈。
明日のスターが貴社から誕生するかも！？
配信内はもちろん、公式サイト、公式Twitter、リリースにも掲載いたします。

選考対象：大会に参加した高校生
選考方法：主催社に一任
発表方法：配信内の表彰式
賞品：貴社にてご準備ください
プレゼンター：（オフライン開催）貴社、（オンライン開催）スライド＆アナウンス

25
【option】個人賞（MVP、○○賞など）※⑧（300万）
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大会公式アカウントで貴社商品のフォロー＆RTキャンペーンを実施。
大会を通じてフォロワーとのエンゲージメントを高めます。

貴社商品：貴社にてご準備の上、商材・数量は応相談
※大会とのコラボグッズも実施可能
スケジュール：商品がご準備出来次第に最短で5営業日で投稿可能
※但し、予選、決勝の1週間前は除く
商品発送：当社から当選者に発送

（例）第3回キャンペーン

▼キャンペーンツイート ▼当選ツイート

（参考）平均imp:33,000、平均RT：375

【option】Twitterキャンペーン※⑨（30万）
26
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予選、決勝大会の配信内で紹介する応援メッセージの投稿者に貴社からプレゼント
を進呈。貴社商品と共にeスポーツに励む高校生を応援します。

貴社商品：貴社にてご準備の上、商材・数量は応相談
※大会とのコラボグッズも実施可能
スケジュール：当該配信の10営業日前までに商品をご準備ください
商品発送：当社から当選者に発送

（例）第3回応援メッセージ

▼キャンペーンツイート ▼配信内

（参考）平均imp:33,000、投稿回数：配信前に最低2回

【option】応援メッセージキャンペーン※⑩（150万）
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各部門の決勝大会終了後に優勝号外をPDFで発行。優勝のニュースと共に貴社をPR
します。

掲載タイミング：決勝大会終了後、１時間以内（予定）
掲載スペース：裏表、共に記事下5段
掲載先：公式twitter、公式サイト、毎日新聞ニュースサイト

（例）掲載イメージ

掲載スペース

△△高、初優勝！

掲載スペース

▼表面 ▼裏面

全
国
の
頂
点
決
ま
る

高
校e

ス

ポ
ー
ツ
の
頂

点
を
決
め
る

第
４
回
全
国

高
校e

ス

ポ
ー
ツ
選
手

権
○
○
部
門

の
決
勝
大
会

が
開
催
さ
れ
、

△
△
高
校

（×
×

県
）

が
初
優
勝
を

達
成
し
た
。

決勝大会に挑んだ４チーム！

【option】PDF号外※⑪（300万）
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大会にエントリーする全チームが閲覧する大会規約、ルールブックに貴社広告枠を
１ページ掲載。全チームに確実に行き渡り、閲覧率が高いメニューです。

掲載タイミング：エントリー開始から掲載
掲載先：大会公式サイト
掲載方法：①フッターロゴ掲載（最終ページ除く）または②最終ページ全面広告
入稿仕様：①貴社ロゴ（pngのみ）、②A4カラー（ai、PDF）

（例）掲載イメージ

1.フッターロゴ掲載 2.最終ページ全面広告

ロゴ

貴社広告

【option】大会規約、ルールブックへの広告掲載※⑫（100万）
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▼エントリーチームの顧問またはキャプテンにメールで貴社をPR
直接エントリーチームにPRすることが可能です。
配信対象：エントリーチームの顧問またキャプテン
配信対象期間：2022年１月末まで
配信回数：対象期間内で１回限り
PR内容：応相談・審査あり
※チームや選手に対して特別なメリットがある内容であることが条件

【option】エントリーチームへのメール案内※⑬（20万）冠番組配信※⑭（200万）

▼予選、決勝大会の配信とは別に貴社冠の大会関連番組を制作＆配信

掲載先：大会公式YouTube
※公式Twitter、大会公式サイトなどでも適宜ご紹介
制作スケジュール：応相談

（例）番組イメージ

①コーチング動画 ②決勝大会ドキュメンタリー



31【in game】スタート探索ロゴLOL※A（50万）バロン討伐ロゴLOL※B（100万）
リプレイロゴLOL※C（300万）

▼ゲームスタート探索ロゴ ▼バロン討伐ロゴ

▼リプレイロゴ（LOL）▼リプレイロゴ（RL）

Basic ロゴ in game ロゴ

※A ※A ※B

※B

※C

※C



32【in game】勝利目前バナー※DLOL（100万）勝利チーム静止画ロゴ※E（250万）
ハイライトバナー※F（250万）

▼勝利目前バナー ▼勝利チーム静止画ロゴ

※D ※E

※F ※F

▼ハイライトバナー（LOL）
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▼ハイライトバナー（RL）



33【in game】実況解説ロゴ大※G（500万）実況解説ロゴ小※H（250万）
商品ディスプレイ※I（400万）アナリストトークバナー※J（500万）

※G

※H

※G

▼実況解説ロゴ大・小 ▼商品ディスプレイ

※I

▼アナリストトーク中ロゴ

※J ※J ※J ※J

▼アナリストトーク中ロゴ
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SPONSARINTERVIEW

配信中に大会スポンサーへインタビュー！
MCや演者とスポンサーを繋いで実施予定。

株式会社
○○○○様

【in game】スポンサーインタビュー※K（500万）
クーポンプレゼント※L（250万）

COLLABORATIONCOUPON

配信中大会大会限定クーポン

クーポンを通して大会を一緒に盛り上げ
ましょう！

限定クーポン

▼スポンサーインタビュー ▼クーポンプレゼント



35
全体スケジュール

7月 8月 9月 10月 11月 12月

ロケット
リーグ

リーグ・
オブ・レ
ジェンド

フォート
ナイト

入稿締切 7月初旬
エントリー関連入
稿締切

9月中旬
ロケットリーグ予
選入稿締切

10月中旬
リーグ・オブ・レ
ジェンド予選、
フォートナイト予
選入稿締切

11月中旬
決勝大会入稿締切

予選

※スケジュールは変更となる場合がございます。何卒ご承知おきください。

エントリー期間

★予選配信
★決勝配信

★決勝配信

★決勝配信

エントリー期間

予選

★予選配信

エントリー期間

予選

★予選配信
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