報道関係者各位
プレスリリース
株式会社 TechnoBlood eSports
2021 年 6 月 25 日

TechnoBlood eSports 主催 賞金総額 50 万円のオンライン大会
「Apex Legends LIGHT CHALLENGE」の開催が決定！

株式会社 TechnoBlood eSports（本社：東京都台東区、代表取締役：森島 健文、以下
TBeS）は、大人気バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」を使用したオンライン大会
「Apex Legends LIGHT CHALLENGE」を 7 月 10 日（土）
、7 月 11 日（日）に開催いた
します。
■「Apex Legends LIGHT CHALLENGE」とは
大人気バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」を使用したオンライン大会です。
本大会は、一般応募枠 40 チームと招待枠 10 チームが参加する賞金総額 50 万円の大会と
なっております。
また本大会は一般応募枠が参加する DAY1 と、DAY1 を突破した 10 チーム＋招待枠 10
チームが参加する DAY2 の 2 日間にて実施されます。

■大会概要
大会名称

Apex Legends LIGHT CHALLENGE

主催

株式会社 TechnoBlood eSports

開催日程

7 月 10 日（土）17 時～
7 月 11 日（日）17 時～

参加チーム数

一般応募枠 40 チーム
招待枠 10 チーム
※一般応募枠は定員を超えた場合、抽選になります
※招待枠 10 チームは後日発表いたします。

■大会形式
本大会は一般応募枠が参加する DAY1 と、DAY1 を突破した 10 チーム＋招待枠 10 チーム
が参加する DAY2 の 2 日間にて実施されます。

・DAY1：GROUP STAGE
本大会の一般応募チーム 40 チームを 2 グループに分け実施いたします。
GROUP STAGE 予選では 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 GROUP STAGE 決勝に進出いたします。
GROUP STAGE 決勝では 3 マッチを行い、グループ内の合計スコア上位 10 チームが
DAY2 の GRAND FINALS に進出いたします。
・DAY2：GRAND FINALS
DAY１GROUP STAGE を突破した 10 チームと招待枠 10 チームの計 20 チームにて
5 マッチ実施いたします。
上位入賞チームには豪華賞品・賞金を贈呈いたします。

■賞品・賞金
<DAY1>
優勝チーム賞品：TS512GJF930C × 3
優勝チーム賞品：GODEYE × 3
上位 10 チーム賞品：おやつカンパニーセット

<DAY2>
優勝チーム賞品：BenQ ZOWIE XL2546K × 3
TS1TMTE240S × 3
めぐりズム 蒸気でホットアイマスク 無香料（5 枚入）6 ケース × 3
GODEYE × 3

優勝チーム賞金：450,000 円
MVP 選手賞金：50,000 円
※MVP 選手は DAY2 参加選手より運営にて決定いたします。

■SNS キャンペーン
Apex Legends LIGHT CHALLENGE 公式 Twitter では、豪華キャンペーンを実施しており
ます。
公式 Twitter：https://twitter.com/ApexLegends_TB
・JeSU 公認のゲーミング PC「G-Tune HM-BJ」が抽選で 1 名様に当選！
キャンペーン URL：

・ゲーミングメガネ GODEYE が抽選で 4 名様に当選！
キャンペーン URL：

・Transcend ノベルティセットが抽選で 5 名様に当選！
キャンペーン URL：

・おやつカンパニーセットが抽選で 10 名様に当選！
キャンペーン URL：

・ZONe mad_hacker １箱（24 本入）が抽選で 3 名様に当選！
キャンペーン URL：

・Nitro Concepts S300 BLACK_RED が抽選で 1 名様に当選！
キャンペーン URL：

■配信について
本大会では、下記出演者をお招きし大会の模様を配信いたします。
実況：シンイチロォ 氏
解説：すでたき 氏
ゲスト：カワセ 氏

・配信スケジュール
DAY1：7 月 10 日（土）17 時 ～
DAY2：7 月 11 日（日）17 時 ～
・配信プラットフォーム
Mildom：https://www.mildom.com/13066530
Twitch：https://www.twitch.tv/technoblood_esports
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCyWpSVl5SWSFMElK4aa1-QA

■スポンサー
・株式会社マウスコンピューター

株式会社マウスコンピューターは、1998 年に設立した BTO パソコンの製造・販売を行っ
ているパソコンメーカーです。
本大会では、株式会社マウスコンピューターが展開しているゲーミングパソコンブランド
「G-Tune（ジーチューン）
」にてご協賛いただいております。
・ベンキュージャパン株式会社

・トランセンドジャパン株式会社

・有限会社カズプランニング

・株式会社おやつカンパニー

・アンリミテッドパフォーマンスエナジー ZONe

■Apex Legends LIGHT CHALLENGE 公式 Twitter
https://twitter.com/ApexLegends_TB
■Apex Legends LIGHT CHALLENGE 公式サイト
https://apex.light-tournament.com/

■特記事項
This tournament is not affiliated with or sponsored by Electronic Arts Inc. or its
licensors.
このトーナメントは、エレクトロニック・アーツまたはそのライセンサーの提携および出資
を受けたものではありません。
**************************************************************************
■TBeS 会社概要
会社名：株式会社 TechnoBlood eSports
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 森島 健文
設立：2021 年 4 月 1 日
事業内容：デジタルコンテンツに関わる総合事業
・e スポーツ事業
・P C カフェ向けコンテンツ流通事業
・オンラインゲーム向けセキュリティ事業
**************************************************************************
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 TechnoBlood eSport
電話番号：03-5835-5867
メールアドレス：event@technoblood.com
**************************************************************************
以上

