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【有名ゲームストリーマー多数参戦！】 

「Restart Games」設立記念イベント『Restart Games Festival』が

TBeS 協力のもと開催！ 
 

 

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、ライブ配信者 1,100 名以上が所属するライブ配信事務所「Restart」（運営：

株式会社リスタート、本社：東京都台東区、代表取締役：北川智滉）が 2021 年 6 月 13

日（日）18 時より開催するゲームストリーマー部門「RestartGames」の設立記念イベン

ト『Restart Games Festival~Apex Legends~』（以下、RGFes）において大会配信・運

営協力をいたします。 

 

■RGFes とは 

ライブ配信事務所「Restart」のゲームストリーマー部門「Restart Games」設立記念イ

ベントです。 

記念すべき第一回目は、大人気バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」を使用し、

YouTube 登録者数 30 万人を超える有名ストリーマーなどを多数招き開催されます。 

 

 



■大会概要 

大会名：Restart Games Festival ~Apex Legends~ 

主催：Restart Games 

協力：株式会社 TechnoBlood eSports 

日時：2021 年 6 月 13 日（日）18 時から 

使用タイトル：Apex Legends 

開催方式：オンラインでの開催 

賞金：総額 10 万円 

試合数：4 試合 

後夜祭：本戦終了後 1 試合 

 

<大会ルール> 

全４試合を行い、各試合の生存順位ポイントとキルポイントの合計で順位を決定。 

１キル＝１ポイント 

※各試合ごとに異なるキルポイント上限あり 

 

 

■参加チームについて 

本大会は、Restart Games 所属ストリーマー限定の予選で勝ち抜いた 3 チームと、一般

公募予選にて勝ち抜いた 6 チームの合計 9 チームが、有名ストリーマーにて構成された招

待チーム 11 チームと戦える豪華なイベントとなっております。 

 

<招待ストリーマー> ※一部抜粋、敬称略 

・NIRU（ https://twitter.com/nirunno ) 

・白雪レイド（ https://twitter.com/Shirayuki_Reid ） 

・BobSappAim（ https://twitter.com/BobSappAim0304 ） 

・はつめ（ https://twitter.com/hatsumememe ） 

・宮越愛恵（ https://twitter.com/manae_miyakoshi ） 

・堂村璃羽（ https://twitter.com/Dboy0112 ） 

・バーチャルゴリラ（ https://twitter.com/Gorilla_Virtual ） 

・TIE Ru（ https://twitter.com/Poulmt ） 

・にしな（ https://twitter.com/247sann ） 

・乾伸一郎 ( https://twitter.com/Ninja_Inui ) 

・AlphaAzur ( https://twitter.com/AzurAlpha ) 

・まふゆ ( https://twitter.com/1kurusk ) 

・SLP ( https://twitter.com/SLP4sdy ) 
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・胡桃のあ ( https://twitter.com/n0ah_kurumi ) 

・ヌンボラ ( https://twitter.com/BoraNun2434 ) 

・SOVAULT ( https://twitter.com/SoVault ) 

・CR_MONDO_LOG ( https://twitter.com/Mondo2233 ) 

・しろまんた ( https://twitter.com/shiromanta1020 ) 

・赤坂アカ( https://twitter.com/akasaka_aka ) 

・英リサ( https://twitter.com/Lisa_hanabusa ) 

・ギル ( https://twitter.com/R6S_guilty ) 

・まさのり CH ( https://twitter.com/MasaBd1997 ) 

・エルフのえる ( https://twitter.com/Elu_World ) 

・とっぴー ( https://twitter.com/CR_Topio ) 

 

■配信について 

大会当日は YouTube 「Restart Games」チャンネル にて、豪華出演者を招聘し大会の

模様をお届けいたします。 

 

・配信チャンネル（「Restart Games」チャンネル ） 

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCik-NlLx0clquPtTR2S-Izg 

 

・出演者情報 

実況：大和 周平 氏 ( https://twitter.com/YamatoColors ) 

解説：すでたき 氏 ( https://twitter.com/sudetaki ) 

 

■Restart Games について 

ライブ配信事務所「Restart」のゲームストリーマー部門、それが「Restart Games」で

す。 

 

個人の発信が力を持つ今、組織としてできることは、表に立つことではなく裏方としてバ

ックアップする環境を創ることが重要。 

 

Restart Games は、すでに活躍している方はもちろん、これからゲーム配信者（ストリー

マー）として活躍しようとする方にとっても飛躍の一助となることを目指します。 

 

また、Restart Games に所属するための条件などは特になく、ゲーム配信に興味がある、

ゲーム配信を一つの収入源にしたいなど様々な方がいます！ 
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<RGFes 特設サイト> 

https://restart-games.jp/rgf/apex_1/ 

 

<RestartGames ストリーマー応募特設サイト> 

https://restart-games.jp/lp/ 

 

<Restart Games 公式 Twitter> 

https://twitter.com/Games_Restart 

 

<YouTube「Restart Games」チャンネル> 

https://www.youtube.com/channel/UCik-NlLx0clquPtTR2S-Izg 

 

■特記事項 

“This tournament is not affiliated 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） 

************************************************************* 

■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 

事業内容 

・e スポーツ事業 

・PC 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 eSports / eSports 事業部 企画運営部 

電話番号：03-5835-5867 

メールアドレス：event@technoblood.com 

************************************************************* 

以上 
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