報道関係者各位
プレスリリース
株式会社テクノブラッド
2020 年 12 月 8 日

賞金総額 24 万円のオープン大会『Apex Legends Legion Doujou Cup』
Day3 が 12 月 12 日開催！AKB48 チーム 8 が参戦決定！

株式会社テクノブラッド（本社：東京都台東区、代表取締役：柳日栄、以下テクノブラッ
ド）は、レノボ・ジャパン合同会社が主催する大会『Apex Legends Legion Doujou Cup #5
プロアマ大会編』において、企画及び大会運営をいたします。また、第 3 回大会において
AKB48 チーム 8 より 3 名が参加することをお知らせいたします。

■『Apex Legends Legion Doujou Cup #5 プロアマ大会編』とは
レノボ・ジャパン合同会社が主催する PC 版「Apex Legends」のオンライン大会です。
本大会は 1 日で完結する大会となっており、予選ラウンド 3 マッチ、決勝ラウンド 3 マッ
チにて構成されております。また、合計 3 回の開催を予定しており、第 3 回目の開催は 12
月 12 日（土）13:30 を予定しております。
公式サイト URL：https://www.lenovo.com/jp/ja/legion_doujou/doujou-cup/event05.html

■Day3 には AKB48 チーム 8 が参戦！
12 月 12 日（土）実施の Day3 では、AKB48 チーム 8 より下記メンバーが参加いたします。
・立仙 愛理（りっせん あいり）

・濵 咲友菜（はま さゆな）

・奥原 妃奈子（おくはら ひなこ）

AKB チーム 8 のメンバーは、YouTube 配信番組「e ファンタジーTV」で日頃から APEX
をメインに様々なゲームに挑戦をしております。
2019 年の TOKYO GAME SHOW や 2020 年 7 月 24 日（金）に開催された「RAGE x Legion
Doujou Cup」へも出場しており活動の幅を広げております。
e ファンタジーTV
https://www.youtube.com/channel/UC16rzxKOuZN4L8CLDU2SRAA/featured
■AKB48 チーム 8 意気込み
「今回初参戦です！Apex の世界観やプレイスタイルに惚れ込んでいます！チーム 8 の仲間
と力を合わせて頑張ります！勝つぞ！！！！」

■大会形式
本大会は 1 日完結型で実施され、予選ラウンド 3 マッチ、決勝ラウンド 3 マッチにて構成
されます。
・予選ラウンド
本大会の参加可能チーム 40 チームを 2 グループに分け実施いたします。
3 マッチを行い、グループ内の合計スコア上位 10 チーム（計 20 チーム）が決勝ラウンド
に進出いたします。
・決勝ラウンド
予選ラウンドのスコア上位 20 チームにより、新たに 3 マッチを実施いたします。
決勝ラウンドの合計スコアにて本大会の順位が決定されます。

■賞金
優勝チーム

：150,000 円

準優勝チーム

：60,000 円

3 位チーム

：30,000 円

■配信情報
YouTube チャンネルと Twitch チャンネルにて、試合の模様をライブ配信いたします。
・配信チャンネル
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=80okH8hdXEY
Twitch：https://www.twitch.tv/legion_jp
・Day3 出演者情報
実況：シンイチロォ（https://twitter.com/shinichi_rooo）（写真左）
解説：トンピ？（https://twitter.com/tonpiava）
（写真右）

■Day2 結果
第 2 回目となる Day2 ではアマチュアチームが大活躍し、優勝いたしました。
予選ラウンド A グループでは Match1 から「Sengoku Gaming」がチャンピオンを獲得い
たしました。その後 Match2 では「wararabefamily」がチャンピオンを獲得、Match3 で
は「Machida_JPv2」がチャンピオンを獲得いたしました。
予選ラウンド B グループでは、
「ピクルスまずい」が Match1 にチャンピオンを獲得。その
後「Fennel Gaming」が 2 回連続でチャンピオンを獲得いたしました。

決勝ラウンドでは Match1 に「ピクルスまずい」が本日 2 回目となるチャンピオンを
獲得。Match2 では「Sengoku Gaming」も本日 2 回目となるチャンピオンを獲得し
ました。最終 Match となる Match3 では「wararabefamily」がチャンピオンを獲得し、
逆転優勝を飾りました。

■Day2 最終結果
1 位：wararabefamily
2 位：Luster7
3 位：Sengoku Gaming

当日の配信は下記よりご視聴いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=Gr1GQWzETjU

主催：レノボ・ジャパン合同会社

運営協力：株式会社テクノブラッド
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**************************************************************************
テクノブラッドは今後も、オンラインゲームのオフラインコミュニティ形成の場所として様々な施設を
活用し、施設とゲーム開発事業者の双方がメリットを得られるサービスの開発と提供に努めてまいります。
■テクノブラッド会社概要
会社名：株式会社テクノブラッド
所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前 3-1-10 蔵前セントラルビル 6F
代表者：代表取締役 柳日栄
設立：1999 年 2 月 5 日
事業内容：デジタルコンテンツに関わる総合事業
1．オンラインゲームのネットカフェ・e スポーツカフェパブリッシング
2．ネットカフェ・e スポーツカフェ向けソリューション販売、運営
3．e スポーツのイベント企画、運営
4．VR コンテンツプラットフォーム「バーチャルゲート」の企画、運営
URL：http://www.technoblood.com/
**************************************************************************
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社テクノブラッド e スポーツ課
電話番号：03-5835-5867
メールアドレス：event@technoblood.com
**************************************************************************
以上

