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『BS スカパー! BAZOOKA!!!
第 15 回高校生 RAP 選手権 in TOKYO』
平成最後の RAP 選手権は波乱ずくめ！
熱戦の模様は、5 月 6 日（月・振休）午後 9 時より放送
スカパー! は、4 月 3 日（水）に新木場 STUDIO COAST で『BS スカパー! BAZOOKA!!!第 15 回高校生
RAP 選手権 in TOKYO』を開催し、百足が悲願の優勝を果たしました。この第 15 回大会の模様は BS スカ
パー! で 5 月 6 日（月・振休）午後 9 時より放送します。
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。
今回の会場は、第 5 回大会で決戦の地となった新木場 STUDIO COAST。第 5 回大会から 5 年の歳月が流
れ、再び熱戦が繰り広げられることとなった会場には、東京・大阪で行われたオーディションを通過した出
場者 16 名が集結。熱い青春バトルの末、若手ラッパーの頂点に平成最後のチャンピオンが決定しました。
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。

■波乱ずくめの 15 回大会。

当日は新木場 STUDIO COAST に開場前から多くのファンが詰めかけた。注目の出場者は 2 名のチャンピ

オン、前回第 14 回大会優勝者の HARDY と第 12 回大会優勝者の Novel Core（当時：Core-Boy）
。どちら
も今回で高校生 RAP 選手権の出場資格が無くなるため、かける意気込みと 2 冠への期待も高い。また、前回
大会の雪辱に燃える者、今回が最初で最後となる挑戦者もチャンピオンを虎視眈々と狙い、目が離せない。
1 回戦は 1 試合目から注目の Novel Core が登場、初出場の FAMOU$とのバトルを危なげなく勝利し、審査
員の R-指定（Creepy Nuts）に「横綱相撲だった」と言わせるほど。波乱が起きたのは 1 回戦 8 試合目、前
回大会優勝の HARDY が初出場のベルに敗れた。さらに波乱は続き、2 回戦で Novel Core が MOGURA に敗
れ、2 名のチャンピオンが 1・2 回戦で姿を消すことになった。

■決勝は、藤 KooS 対百足。

チャンピオンが 1・2 回戦で姿を消すほど、ハイレベルな

大会となった本大会で決勝に進出したのは、藤 KooS と百
足。どちらも開催前の下馬評で優勝候補に名が挙がるほど
の実力者。決勝では 2 人のハイレベルなバトルに会場は最
高潮だった。激戦の末、第 15 回大会優勝は本戦初出場なが
ら“現役高校生世代最強 MC”との呼び声が高い百足が輝い
た。審査員の漢 a.k.a. GAMI は総評で「（過去の大会から
出場者の）スキルが上がってきているのがわかる。
（出場し
た）高校生に日本のラップの将来を期待してもいいと思え
るぐらいになってきた。
」と本大会を振り返った。

＜優勝者・百足 コメント＞
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優勝して正直、驚いています。まだ実感がないです。
（周囲から自分が）
「00 世代最強」って言われているな
ら、その下の世代に敵はいないかなと思って、
（開演前までは）結構余裕ぶっこいていて、そこまで深く「頑
張ろう！」という感じは無かったです。ただ、開演直前で「これで負けたらヤバいな」っていう焦りはあり
ました。ラップをはじめるきっかけが RAP 選手権だったので、なによりも特別な大会となりました。
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■第 15 回大会の模様は 5 月 6 日（月・振休）午後 9 時より放送！
≪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

：BS スカパー! BAZOOKA!!!第 15 回高校生 RAP 選手権 in TOKYO

放送日時

：2019 年 5 月 6 日（月・振休）後 9 時～

出演者

：
【MC】小籔千豊【レギュラーメンバー】中嶋イッキュウ【ゲスト】長谷川忍（シソンヌ）

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

■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/

