
 
 
   

 

2021 年 2 月 22 日  

株式会社 KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島秀介）は、自社で運営

するプロゲーミングチーム“FAV gaming（ファブゲーミング）”による e スポーツ大会“FAVCUP2021 sponsored 

by v6 プラス”を開催し、2021 年 3 月 13 日（土）・14 日（日）に「ところざわサクラタウン」にて決勝戦を実施し

ます。また、招待選手の決定、およびオフライン観戦者の募集についてお知らせします。 

 

“FAVCUP2021 sponsored by v6 プラス”は、『Apex Legends』、『クラッシュ・ロワイヤル』、『ストリートファイ

ターV チャンピオンエディション』、『PUBG MOBILE』、『レインボーシックス シージ』の 5 部門で構成される e

スポーツ大会です。今年 1 月～2 月にかけてオンライン予選を実施し、3 月 13 日～14 日、埼玉県所沢市に

ある「ところざわサクラタウン」にて決勝戦を執り行います。 

 

当日は、数々の e スポーツイベントで実況を務めるトンピ？氏を総合 MC に迎え、各部門厳しい予選を勝ち

抜いた精鋭達のほか、ウメハラ選手、ときど選手、DeToNator といった人気のプロ選手・チームを招待し、2

日間、白熱の試合をお届けします。試合の模様は YouTube／ニコニコ生放送／Mildom での生配信はもち

ろん、現地ならではの興奮と感動を味わえるよう、オフラインでの観戦者も募集します。詳しい応募方法は、

特設サイト（https://www.favgaming.com/favcup2021/）をご確認ください。 

強豪選手が集う決勝戦において、チャンピオンの栄冠に輝くのはどのチーム、どの選手なのか、手に汗握る

バトルにぜひご注目ください。 

※オフラインでの観戦について、感染対策には万全を期していますが、社会情勢等の要因により無観客での実施、または本

イベント自体が中止となる可能性がございますので予めご了承ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロゲーミングチーム“FAV gaming”が送る e スポーツ大会 

“FAVCUP2021 sponsored by v6 プラス”開催！ 

ウメハラ、ときど、DeToNator など人気プロ選手も参戦  

3 月 13 日・14 日、人気選手やオンライン予選を勝ち抜いた猛者達が集結 

▲昨年開催した“FAVCUP2020 sponsored by v6 プラス”の様子  

https://www.favgaming.com/favcup2021/


 

◇ 名 称  ： FAVCUP2021 sponsored by v6 プラス 

◇ 会 期  ： 2021 年 3 月 13 日（土）・14 日（日）  

（予選はオンラインにて 1 月～2 月に実施） 

◇ 会 場  ： ところざわサクラタウン（埼玉県所沢市東所沢和田三丁目 31 番地 3） 

◇ 主 催  ： 株式会社 KADOKAWA Game Linkage 

◇ 協 賛  ： 日本ネットワークイネイブラー株式会社  

◇ 賞金総額 ： 250 万円  （1 タイトル 50 万円） 

◇ オフライン

観 戦 

： 事前応募制（各部門定員は 100 名程度を予定） 

入場無料  

申込み多数の場合は抽選となります。詳細は特設サイトをご確認ください。 

◇ 無料配信 ： YouTube／ニコニコ生放送／Mildom 

◇ 特設サイト ： https://www.favgaming.com/favcup2021/ 

※「ストリートファイターV チャンピオンエディション」、および「Apex Legends」は無観客での開催です。大会の模様は配

信にてお楽しみください。 

※本イベントは、社会情勢等の要因により無観客での実施、または中止となる可能性がございます。  

イベント概要  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合 MC：トンピ？ 

【3 月 13 日（土）】 

10：30～11：00 オープニング（無観客） 

11：00～14：30 Apex Legends(無観客）／実況：abara、解説：あれる 

16：00～19：30 レインボーシックス シージ／実況：ふり～だ、解説：中村龍之介/Seeker 

【3 月 14 日（日）】 

10：00～10：20 オープニング 

10：20～14：00 PUBG MOBILE／実況：トンピ？、解説：みしぇる 

15：00～17：30 クラッシュ・ロワイヤル／実況：岸大河、解説：いけだつばさ 

18：15～21：30 ストリートファイターV チャンピオンエディション（無観客）／実況：アール、解説：なない 

 

 

 

●Apex Legends 

決勝参加チーム決定済  

（予選通過 10 チーム＋招待チーム 10 チーム、計 20 チームによるカスタムマッチ） 

＜予選通過チーム＞ 

・GTS Feather ・LFT ・No Brand Gamers ・SBI e-Sports 

・TeamSatouMildom ・Revolution in esports 

Affairs Herja 

・Revolution in esports 

Affairs Sigrd 

・ORTHROS Magical 

・Gloria ・Laurel_IRIS   

＜招待チーム＞ 

・DeToNator ・FENNEL ・JUPITER VEGA ・Sengoku Gaming 

・Gaming Team SELECTOR ・SCARZ White  ・Unsold Stuff Gaming  ・Reignite 

・Flora ・FAV gaming   

※“This tournament is not affi liated with or sponsored by Electronic Arts Inc. “（このトーナメントは、エレクトロニック・アーツの提

携および出資を受けたものではありません）  

 

●レインボーシックス シージ 

決勝参加チーム決定済  

（予選通過 2 チームによる優勝決定戦） 

・GUTS Gaming ・FAV gaming    

 

タイムテーブル 

各タイトル情報  

https://www.favgaming.com/favcup2021/


●PUBG MOBILE 

（招待チーム 8 チーム（未定）＋予選通過 8 チームの計 16 チームによるカスタムマッチ） 

＜予選通過チーム＞ 

・Brain Juice ・ガベヨットスクール ・SUSANOO GAMING8 ・Pelegame 

・Crescent gaming vega ・ENIGMA ・3R Gaming Bulbs ・EcLaiR 

 

 

●クラッシュ・ロワイヤル 

決勝参加者決定済  

（予選上位 8 名によるトーナメント） 

＜予選通過選手＞ 

・RAD ・ライキジョーンズ ・ピスタチオ坊や ・ねずこ 

・ゆぽん ・YUYA™ ・Runadora ・がきにし 

 

 

●ストリートファイターV チャンピオンエディション 

（予選通過選手 1 名＋招待選手 7 名、計 8 名によるトーナメント） 

＜予選通過選手＞ 

2 月 28 日に実施する予選で決定  

＜招待選手＞ 

・ウメハラ ・ときど ・板橋ザンギエフ ・ナウマン 

・ガチくん ・sako（FAV gaming） ・りゅうせい（FAV gaming） 

 

※選手・チーム名順不同、敬称略  

 

 

 

 

V6 プラス 

“v6プラス” は、NTT東西の次世代ネットワーク（NGN）を利用したイン

ターネット接続サービス。一瞬で勝負が決まる e スポーツにおいて、高

速かつ安定したインターネット回線は非常に重要です。 

“FAV gaming”をはじめプロゲーマーが利用する“v6 プラス”が、協賛を

記念して期間限定でお得なプランと豪華賞品が当たるプレゼントキャ

ンペーンを実施中です。 

https://www.speedia.jp/FAVgamingCampaign/ 

 

 

 

Mildom                                 JBL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポンサー 

配信プラットフォームとして、予選から決勝大会

まで生配信でお届けします。 

Mildom 独自のプレゼント企画も実施します。 

https://www.mildom.com/ 

戦いにおいて音から得られる情報は非常に重

要です。 

選手のパフォーマンスを最大限発揮してもらう

ために、「JBL Quantum ONE」を大会に提供

いただき、大会をサポートいただきます。 

https://jp.jbl.com/quantum/all-to-win.html 

https://www.speedia.jp/FAVgamingCampaign/
https://www.mildom.com/
https://jp.jbl.com/quantum/all-to-win.html


玄人志向                                  関家具    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 13 日～14 日の同期間、ところざわサクラウタウン・中央広  

場では、西尾レントオール株式会社主催の屋外 e スポーツイベ

ント“青空 e スポーツ”が開催されます。子供から大人まで幅広

い層に e スポーツに触れて楽しんでいただくコンテンツをご用意

していますので、“FAVCUP2021 sponsored by v6 プラス”ご観戦

の際には、ぜひ入場無料のこちらのイベントにもご期待ください。 

なお、本イベントの詳細は、随時ホームページでご確認ください。 

特設サイト：http://www.nishio-rent.co.jp/aozora-esports/ 

 

 

 

 

 

“FAV gaming”とは、KADOKAWA Game Linkage がプロデュースする

ゲーミングチームです。現在、「格闘ゲーム部門」、「クラッシュ・ロワイヤ

ル部門」、「レインボーシックス  シージ部門」、「VALORANT 部門」、

「Apex Legends 部門」、「PUBG MOBILE 部門、「Call of Duty 部門」、

「ストリーマー部門」の 8 部門を設置しています。 

名称は、チームスローガンである Fun and Victory（楽しんで勝つ）の頭

文字から採用しました。プレイ、行動を通じて、すべての世代に愛され、

ファンを幸せにするチームを目標にしています。 

公式サイト： http://www.favgaming.com 

公式 Twitter： https://twitter.com/fav_gaming 

公式 YouTube チャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCT6uPY-VtXHKpYesif3iNlA/ 

 

 

 

 

株式会社 KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島  秀介）

は、株式会社 KADOKAWA の 100％子会社です。 

『ファミ通』『ゲームの電撃』ブランドをはじめとする情報誌の出版、

Web サービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開して

います。そのほかイベント企画や e スポーツマネジメントなど、ゲームに

まつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザー

の熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。 

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp 

株式会社 KADOKAWA Game Linkage（カドカワ ゲーム リンケージ）について 

FAV gaming（ファブゲーミング）について 

西尾レントオール株式会社主催、屋外 e スポーツイベント同時開催！ 

ゲーミングブランド「Contieaks」のゲーミングチェ

ア「アイガー」を大会に提供いただき、選手の戦

いおよび大会をサポートいただきます。 

https://www.sekikagu.co.jp/contieaks/ 

PC の e スポーツシーンに欠かせない高性能グ

ラフィックボードを副賞として提供させていただき

ます。 

https://www.kuroutoshikou.com/gaming/ 

 

http://www.nishio-rent.co.jp/aozora-esports/
http://www.favgaming.com/
https://twitter.com/fav_gaming
https://www.youtube.com/channel/UCT6uPY-VtXHKpYesif3iNlA/
https://kadokawagamelinkage.jp/
https://www.sekikagu.co.jp/contieaks/

