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  ２０２２年７月１９日  

南海電気鉄道株式会社 

e スタジアム株式会社 

株式会社南海国際旅行 

ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 

 

- ８月２２日から２５日にかけて泉佐野市にて開催（４日間） - 

全国の高校生を対象にしたゲーム合宿「e スポーツキャンプ」に 

人気ストリーマー『Jasper』などの新ゲスト来場が決定！ 
～プロ同然のトップレベル環境で e スポーツを体験！～ 

 

南海電気鉄道株式会社（代表取締役社長：遠北 光彦）、e スタジアム株式会社（代表取締役：中川 和幸、池田 

浩士）、株式会社南海国際旅行（取締役社長：清原 康仁）、ウェルプレイド・ライゼスト株式会社（代表取締役社長：

谷田 優也、髙尾 恭平、古澤 明仁）は、泉佐野市の「e スポーツ MICE コンテンツ実証事業」の事業受託者となり、

「e スポーツ先進都市・泉佐野市」の確立を目指した具体的な取組みの第一弾として「e スポーツキャンプ」を２０２２年

８月２２日（月）～２５日（木）に実施いたします。本キャンプは、タクティカルシューター「VALORANT」を採用し、３泊４

日の合宿形式で行います。また、新ゲスト来場の決定に伴い、参加者の募集期間を ２０２２年７月３１日(日)まで延

長することを決定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【TOPIC】 

e スポーツ業界の第一線で活躍する豪華な新ゲストの参戦が決定。参加者へのアドバイスなどを行います。 

豪華新ゲストは以下のとおりです。 

◆「Overwatch」で日本代表として戦った経験があり、若者から絶大な人気を誇るストリーマーの『Jasper』 

◆プロ e スポーツチーム「REJECT」の STREAMER 部門に所属しながら、自身の配信で初心者プレイヤーの

コーチング等を行う『MOTHER3』 
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（１）e スポーツキャンプ実施内容                                     
◆概 要 ：  

「VALORANT」の高校生プレイヤーを対象に実施する e スポーツ合宿です。初日（１日目）に事務局にてチーム

分けを行い、プロカメラマンによる選手登録写真の撮影後、各チームにコーチ１名がつき練習をスタート。３日目の

グループリーグで勝ち上がったチームの決勝大会を最終日（４日目）に開催いたします。 

コーチには、ゲームのオンライン家庭教師サービスを提供する「ゲムトレ」でコーチングを行っているトレーナー

が参加。チームメンバーのサポートやゲームプレイのアドバイスなどを行います。さらに２日目の練習日には

Jasper、MOTHER3 が参戦。練習風景を見て回りながら参加者とのコミュニケーションを通してアドバイスなどを  

行います。 

会場は、360 度 LED モニターが完備され、アーティストの MV 撮影などにも利用されるオチアリーナです。e スポ

ーツプロ選手が参加する大会と同等のこだわった非日常空間で、練習および大会を体験いただけます。 

 

ゲームの上手い、下手は関係ありません。 

「VALORANT がうまくなりたい」 

「プロの生の声を聞いてみたい」 

「プロ同然の e スポーツ空間で非日常を体験したい」 

「合宿を通して最高の思い出を作りたい」 

そんな学生の思いを、全力で支援、応援する合宿です。 

 

◆開催日程 ： ８月２２日(月)～８月２５日(木)予定 

◆募集期間 ： ７月３１日(日)〆切予定 

◆参加定員 ： 約６０名(最少催行人数２０名) 

◆参加資格 ： 高校生(１５歳～１８歳) 

◆参加料金 ： ５９,４００円(税込) 

①全日程で食事付き 

②宿泊費・会場利用費込み 

③オリジナルユニフォームをプレゼント（※背面にプレイヤー名をプリント） 

④プロカメラマンによる選手登録写真撮影 

◆合宿会場 ： オチアリーナ（https://ochiarena.com/） 

※JR 関西空港線、南海空港線「りんくうタウン」駅下車、直結(徒歩約２分) 

◆宿泊場所 ： オリエンタルスイーツエアポート大阪りんくう（https://oriental-s-airport.com/） 

※２～３名の相部屋の予定 

◆申込方法 ： 南海国際旅行 HP からお申込みください。（https://www.nanka-e-tabi.com/special/esports/) 

◆そ の 他 ： 「e スポーツキャンプ」公式 Twitter：https://twitter.com/KIXesportsCamp 

◆行程概要 ：  

日程 時間 概要 ゲスト 

１日目：８月２２日(月) １４：００～１９：４５ オリエンテーション、チーム分け、練習 ― 

２日目：８月２３日（火） ９：００～１９：４５ 練習、練習試合 Jasper、MOTHER3 

３日目：８月２４日（水） ９：００～１９：４５ 練習、大会（グループリーグ） OooDa、「ZETA DIVISION」 

４日目：８月２５日（木） ９：００～１４：００ 大会（決勝戦） OooDa、「ZETA DIVISION」 

https://ochiarena.com/
https://oriental-s-airport.com/
https://www.nanka-e-tabi.com/special/esports/
https://twitter.com/KIXesportsCamp
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（２）参加ゲスト紹介                                                       

                           

 

 

 

 

Jasper（じゃすぱー） 

「Overwatch」の元プロゲーマーであり、過去には日本代表として世界大会に出場した 
経歴を持つ。「VALORANT」では最高ランク“レディアント”に到達したこともあり、実力派
ストリーマーとして活躍中。ギターと歌も得意で、数多くの視聴者を魅了している。 
 
【実績】 
・「Overwatch world cup 2017」 日本代表 
・「第 3 回 CrazyRaccoon Cup Apex Legends」準優勝 など 

 

 

 

 

 

 

MOTHER3 

e スポーツチーム「REJECT」のストリーマー部門に所属。配信内で VALORANT のコーチ
ングを行うなど、面倒見のいいお兄さんのような存在で、視聴者から愛されている。  
舞台俳優としても活動している。 
 
【MOTHER3 について】 
Twitter：https://twitter.com/mother3rrd 
REJECT：https://reject.jp/ 

 

 OooDa（実況／解説） 

2011 年に初めて大会実況を担当。以降、大会実況や MC として活動を開始し、2021 年
は、年間 200 本以上の番組や大会出演を果たす。「初心者にもわかりやすい大会実況」
をモットーにコメディからシリアスまで幅広く起伏のあるトークと実況で盛り上げる。 
 
【実績】 
・「VALORANT FIRST STRIKE JAPAN Powered by RAGE」実況 
・「2022 VALORANT Champions Tour Stage 1 ― Masters Reykjavik」公式キャスター 
・「全国高校 e スポーツ選手権」イベント MC など 

 

 

 

 

 

 

Vorz（「ZETA DIVISION」所属） 

コミュニケーション能力と選手の才能を見いだす先見眼を持ち合わせ、チームを 1 から
作り上げることに長けたコーチ。他コーチ陣とも協力し、培ったスキルを VALORANT 
ACADEMY 部門の選手たちに伝える橋渡し的なポジションとして活動する。 
 
【実績】 
・2022 年 4 月『第 8 回 AIM 杯』優勝 
・2022 年 5 月『UTAGE VALORANT 4』GENERAL TOURNAMENT 3-4 位 など 

 

 

 

 

 

 

hiroronn（「ZETA DIVISION」所属） 

若くして VALORANT Champions Tour にて好成績を収める、今後の活躍も期待されてい
る若手プレイヤー。若い世代の中では群を抜いた AIM と光るプレイスキルの持ち主で、
紛うことなき次世代を担う原石と言える存在。 
 
【実績】 
・2022 年 4 月『第 8 回 AIM 杯』優勝 
・2022 年 5 月『UTAGE VALORANT 4』GENERAL TOURNAMENT 3-4 位 など 

 

 

 

 

 

 

yatsuka（「ZETA DIVISION」所属） 

生まれ持ったデュエリストセンスをいかんなく発揮する、15 歳のオールラウンダー。   
彼の地頭の良さを生かしたテクニカルなプレイは、多くの FPS ファンを魅了しファンの 
心を引きつける存在になるはず。 
 
【実績】 
・2022 年 4 月『第 8 回 AIM 杯』優勝 
・2022 年 5 月『UTAGE VALORANT 4』GENERAL TOURNAMENT 3-4 位 など 

https://twitter.com/mother3rrd
https://reject.jp/
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（３）「e スポーツ先進都市・泉佐野」プロジェクト実施の背景                                                

◆地域活性化を行ってきた行政・企業が連携して持続可能な地域づくりに取り組みます 

泉佐野市は、大阪湾から山間部までの豊かな自然に恵まれ、関西国際空港をはじめとする広域交通体系が構築

されており、「国内外の人々の交流を積極的に活用することにより、新たな価値を創造し時代に合ったまちづくりを 

展開する」という理念のもと、これまで、国や地域を超えて人の交流の場を創ってきました。この度、e スポーツ先進

都市として、新たに市域への人の流れを生み出し、地域に多様性をもたらすことで、都度生じる複雑で予想できない

地域課題に対して、新しい考えや価値観で柔軟に対応できる持続可能な地域を目指します。 

南海電気鉄道は、国際観光都市なんばや世界遺産・高野山、関西国際空港など、独自の魅力あふれる沿線で、

総合生活企業として事業を展開しています。これからの不透明な時代を生き抜くためには、固定観念にとらわれない

取り組みが必要であり、２０２２年６月１日には、e スポーツ施設「e スタジアム」の展開、e スポーツ事業を一層推進 

することを目的に e スタジアム株式会社を発足いたしました。 

ウェルプレイド・ライゼストは、ゲームセンターで出会った代表が「将来 e スポーツをオリンピック競技にしたい」と 

いう思いを胸に、e スポーツ黎明期である２０１５年１１月に日本初の e スポーツ専門会社として設立いたしました。  

e スポーツに１００％フルコミットし、様々な関連事業・サービスを提供しています。急激に加速する市場ニーズに対し

て、プレイヤーが「ゲームに打ち込んで良いんだ」、保護者が「子供がゲームに打ち込む事は素敵なことなんだ」と信

じられる文化・世界を作り、環境整備を行っていくことを考え続けながら活動しています。 

泉佐野市、南海電気鉄道、e スタジアム、ウェルプレイド・ライゼストそれぞれが培ってきた強みを最大限に活かす

べく、「e スポーツ先進都市・泉佐野市」プロジェクトはスタートいたしました。 

（参考）e スポーツを取り巻く環境                                                     

◆２０２４年に約１兆円に達すると予測されている e スポーツおよび周辺関連領域市場（ウェルプレイド・ライゼスト株式会社調べ） 

世界の e スポーツ市場は２０２４年に約１,９７３億円、さらに周辺関連領域を含めた TAM(Total Available Market)は

約 1 兆円と予測されています。視聴者数の規模感は、２０１９年の NFL スーパーボウルが１.１億に対して、２０１９年

の LOL 世界大会は２.２億人と、歴史的なスポーツ大会をも上回る盛り上がりを見せています。 

国内の e スポーツファン数(試合観戦／動画視聴者)は、２０２０年の６８５万人から２０２４年には１,４６１万人に増

加すると予測されています。２０２１年の中高生向け「将来なりたい職業」アンケートでは、２位に「プロ e スポーツプレ

イヤー」、5 位に「ゲーム実況者」がランクインしました。さらに、「YouTube などの動画投稿者」と回答した２３%を一部

e スポーツに関連する職業とした場合、約５２%に。中高生の過半数が e スポーツ周辺関連領域に興味を持っている

といえます。 
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（参考）VALORANT とは                                                           

『VALORANT（ヴァロラント）』は、5 対 5 で対戦する競技性の高いタクティカルシューターです。高い精度が要求さ

れる銃撃戦と、「エージェント」（キャラクター）固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤ

ーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップ

は競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らして

あります。2020 年 6 月にリリースされた『VALORANT』は基本プレイ無料、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめる

よう幅広いスペックの PC に対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサ

ーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、FPS ジャ

ンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。 

・公式サイト： https://playvalorant.com/ja-jp/ 

・Twitter：https://twitter.com/VALORANTjp 

（参考）ゲムトレとは                                                              

ゲームを通して脳と心を鍛え、コミュニケーション能力を向上し、笑顔と自己肯定感を得られるよう、今では 6 歳 

から高校生・大学生まで幅広く利用いただいています。2020 年には日本アントレプレナー大賞(経済産業省後援)）で

エンタメ部門のグランプリを獲得。2021 年には Forbes JAPAN「世界を変える 30 歳未満」30 人にゲームトレーナーの

東 佑丞が選出されるなど多数の表彰も受賞いたしました。累計のトレーニング回数は 20000 回を突破しています。

ゲムトレはこれからも挑戦を続け、新しい文化を作ることで、e スポーツ業界へ貢献していきます。 

ゲムトレ：https://gametrainer.jp/ 

（参考）関連プレスリリース  

・日本初、ゲームのオンライン家庭教師『ゲムトレ』が、日本アントレプレナー大賞エンタメ部門グランプリを受賞！

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000056150.html） 

・【大谷翔平選手も受賞】ゲムトレのトレーナーがゲーム・e スポーツ業界を代表して、Forbes JAPAN「世界を変える

30 歳未満」30 人に選出されました！ （https://gametrainer.jp/forbes/） 

ウェルプレイド・ライゼスト会社概要                                                          

ウェルプレイド・ライゼストは、e スポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、最先端の放送

技術を駆使した e スポーツの番組制作ならびに放送、e スポーツ選手や解説／実況者などのマネジメント、e スポー

ツに関連するクリエイターのサポートなどを行う e スポーツの総合商社です。「e スポーツの力を信じ、価値を創造し、

世界を変えていく。」をミッションに、新たな事業機会や展開領域と継続した成長の実現や、圧倒的なプレゼンスを 

確保することで、業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。  

・社名：ウェルプレイド・ライゼスト株式会社  

・URL：https://wellplayed-rizest.jp/ 

・所在地：東京都新宿区大京町 22-1 グランファースト新宿御苑 6F  

・設立：2015 年 11 月 19 日  

・代表取締役：谷田優也 髙尾恭平 古澤明仁  

・事業内容：e スポーツに関する企画、プロデュース、運営、コンサルティング、配信、プロモーション、施設運営等 

 

https://playvalorant.com/ja-jp/
https://twitter.com/VALORANTjp
https://gametrainer.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000056150.html
https://gametrainer.jp/forbes/
https://wellplayed-rizest.jp/

