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eGG esports challenge "Gulliver CUP 2020" 

Rocket League Championship 

 

【エントリーの仕方】 更新：2020/08/13 

eGG esports challenge "Gulliver CUP 2020" Rocket League Championship への 

エントリーをお考えいただきありがとうございます。 

この資料では、エントリー完了までに必要な諸情報をまとめてあります。 

漏れがないように全ての内容をご確認ください。 

 

0 エントリーの前に 

0-1 

RocketLeague をプレイするゲーム機を入手してください。 

プラットフォームは、4 種あります。 

PC（Steam） 

PlayStation 4 

Nintendo Switch 

Xbox One 

※合わせて、使用するプラットフォームとご自分のプレイ上の操作性を考え、ゲーム 

コントローラー等のデバイスも各選手自身でご用意ください。 

 

0-2 

RocketLeague を入手してください。 

PC（Steam）、PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox One のどのプラットフォームの 

RocketLeague でも、予選"ファーストステージ"と予選"Re-TRY ステージ"に参加が可能です。 

また、チーム内で複数のプラットフォームからの参加も可能ですし、対戦相手と違ったプラット 

フォームだとしても、試合の実施は可能です。 

  ※【重要】ただし、決勝"ファイナルステージ"のプラットフォームは、PC（Steam）のみと 

なり、予選時に PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox One で参加されていた方も PC を 

使用して対戦いただきます。 

  決勝"ファイナルステージ"で日頃使用しているバトルカー、カスタムパーツ、カスタム 

スキンを使いたい場合、予選時よりプラットフォームを PC として参加されることをお薦め 

します。（詳しくは大会規約およびルールをご覧ください。） 
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0-3 

無料のチャットアプリケーション「Discord（ディスコード）」をダウンロードして、 

ご自分のアカウントを作成してください。 

Discord URL  https://discord.com/new  

Discord は PC とスマートフォンに対応しており、試合時の運営事務局との連絡や確認は、この 

Discord を使って行います。 

エントリーが完了しましたら、各チームリーダーに本大会参加用の Discord チャンネルの招待 

URL を Email にてお送りします。 

チームリーダーはこの招待 URL をチームメンバー全員に共有ください。 

※Discord は選手全員が各自でアカウントを準備する必要があります。 

※なお、お送りした Discord チャンネルを用いて、他のチームとのコミュニケーションや練習 

試合を行うことはできません。 

 

0-4 

大会規約とルールの全文を必ず読んでエントリーください。 

 

 

1 チームメンバーを集めよう 

メンバーは前項のエントリーに必要な 3 つの要素を入手された方で、大会スケジュールと 

参加資格に問題がない人物をチームメンバーとしてください。 

1-1 

エントリー期間は、以下の通りです。 

予選"ファーストステージ：2020 年 8 月 8 日 (土) 00 時 00 分～8 月 30 日(日) 23 時 59 分 
 

予選"Re-TRY ステージ"： 2020 年 9 月 12 日 (土) 12 時 00 分～9 月 21 日(月・祝) 23 時 59 分 

 ※予選"Re-TRY ステージ"には、予選"ファーストステージ"で敗退したチームも再エントリーが 

可能です。 

（ただし、予選"ファーストステージ"で決勝"ファイナルステージ"に勝ち上がったチームは 

参加できません。） 

 

1-2-1 

予選"ファーストステージ"から出場するチームのスケジュール 

予選"ファーストステージ" 試合実施日： 2020 年 9 月 12 日(土) ※オンラインにて実施 

決勝"ファイナルステージ" 決勝会場集合日： 2020 年 11 月 7 日(土) 

試合実施日： 2020 年 11 月 8 日(日) ※オフラインにて実施 

 

https://discord.com/new
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1-2-2 

予選"Re-TRY ステージ"から出場するチームのスケジュール 

予選"Re-TRY ステージ" 試合実施日： 2020 年 10 月 3 日(土) ※オンラインにて実施 

決勝"ファイナルステージ" 決勝会場集合日： 2020 年 11 月 7 日(土) 

試合実施日： 2020 年 11 月 8 日(日) ※オフラインにて実施 

       ※全ての対戦試合において、日付・時間の要望はお受け出来ません。 

 

1-3 

参加資格 

(1) 大会規約およびルールに同意いただけること。 

      ※エントリーを完了した時点で、同意したものとみなします。 

(2) 選手は、予選"ファーストステージ"は予選"ファーストステージ"開始時までに、予選"Re-TRY 

     ステージ"は予選"Re-TRY ステージ"開始時までに、Rocket League をエントリー選手本人の 

     アカウントで保有していること。 

※そのアカウントは試合実施時、アカウント削除等の制裁を科されてないことが条件に 

なります。 

(3) 日本国内の在住者であり、予選"ファーストステージ"は予選"ファーストステージ"エントリー 

締切日までに、予選"Re-TRY ステージ"は予選"Re-TRY ステージ"エントリー締切日までに、 

日本国内に在住していること。 

(4) 競技ルールが定める人数（3 名ないしは 3 名＋補欠 1 名）を編成して、チームとして参加する 

こと。 

(5) 指定された日時の予選"ファーストステージ"ないしは予選"Re-TRY ステージ"と、 

勝ち上がった場合には決勝"ファイナルステージ"の全日程に参加できること。 

(6) 決勝"ファイナルステージ"に進出した選手が未成年の場合は、本大会の運営事務局が指定した 

期日までに保護者同意書の提出が出来ること。 

(7) チーム代表者（リーダー）と、予選"ファーストステージ"や予選"Re-TRY ステージ"および 

決勝"ファイナルステージ"で対戦に臨むメンバーの内 1 名は、会話においても筆記においても 

日本語で円滑なコミュニケーションが取れること。 

(8) エントリーに必要な全ての情報を提出できること。 

 

 

2 エントリー情報をまとめよう 

エントリーチームは個人情報を含めて以下の情報を記入する必要があります。 

チーム代表者（リーダー）は、公式サイトのエントリーフォームに自分とチームメンバー 

全員分の記載事項を入力してください。 



4 

 

2-1 

エントリーに必要な情報 

  ①チーム名 

②チーム名（フリガナ表記） 

③チーム全員の本名 

④チーム全員の本名（フリガナ） 

⑤チーム全員のゲーム内選手名 

⑥チーム全員のゲーム内選手名（フリガナ） 

⑦チーム全員の性別 

⑧チーム全員の生年月日 

⑨チーム全員の電話番号 

 ※予選"ファーストステージ"や予選"Re-TRY ステージ"、および決勝"ファイナルステージ" 

当日に直接連絡の取れる番号 

⑩チーム全員の住所 

⑪チーム全員の RocketID 情報 

 ※確認方法は、3-1 RocketID の確認の仕方をお読みください。 

⑫チーム全員の SteamID 情報 

※予選"ファーストステージ"や予選"Re-TRY ステージ"、および決勝"ファイナルステージ"の 

いづれかで、自分の Steam アカウントを用いて Rocket League をプレイする場合のみ 

 ※確認方法は、3-2 SteamID の確認の仕方をお読みください。 

⑬チーム代表者（リーダー）のメールアドレス 

※予選"ファーストステージ"や予選"Re-TRY ステージ"、および決勝"ファイナルステージ" 

当日に直接連絡の取れるメールアドレス 

⑭本大会への意気込みやアピールポイント（チームの特長など） 

 

2-2 

エントリー情報の留意点 

・エントリー受付後、運営事務局から内容について、基本的にリーダー宛てに電話や Email 等にて 

確認をさせていただく場合があります。 

・以下の a～e の各号に違反した場合や、運営事務局からの連絡に対して応答がない場合、他にも 

リーダーとチームメンバーと意思疎通ができていないと思われる場合は、エントリーされた 

    チームやその選手に対し、運営事務局は本大会への参加の取り消しや対象試合の不戦敗処理を 

することができます。 

a)エントリー後、登録内容に変更が発生した場合は、本大会の運営事務局まで速やかにご連絡 

ください。 

ただし変更は、予選"ファーストステージ"や予選"Re-TRY ステージ"のそれぞれの 
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エントリー受付終了時刻までとなります。 

また、決勝"ファイナルステージ"に進出の際、その登録内容の変更はできません。 

b)エントリー情報に虚偽の申告がある場合、本大会への出場を認めない場合があります。  

合わせて、入力の間違いにはくれぐれもご注意ください。 

c)チーム名等に不適切な単語が含まれている、または第三者の権利を侵害していると運営 

事務局が判断した場合、エントリー上の当該情報について名称等の変更の依頼や、 

エントリー取消をする可能性があります。 

       d)1 人の選手が複数のチームからエントリーすることはできません。 

       e)エントリー時に提出した RocketID の情報および SteamID の情報を運営事務局の指示なく 

変更することは認められません。 

・PC（Steam）版で予選"ファーストステージ" および予選"Re-TRY ステージ"に出場した場合、 

決勝"ファイナルステージ"も予選と同じ自前の Steam アカウントで出場する必要があります。  

※決勝"ファイナルステージ"に進出した選手が Steam アカウントを所有していない場合、 

使用可能な Steam アカウントは運営事務局が準備いたします。 

   （運営事務局で手配されるアカウントにあるバトルカーは種類に制限があり、その他の 

アイテムも、初期アイテムのみとなります。） 
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3 ID 情報の確認の仕方 

3-1 

RocketID の確認の仕方 

①右下の人型のアイコンをクリックしてください。 

 

 

②出てきたタブの中の情報の、上から 2 段目の＃とそのあとの数字も含む細い字のものが 

Rocket ID になります。 

この画像を例とすると、RocketID は【eGGPlayer01#8796】となります。 

   
 

 

 

人型のアイコン 

上から 2 段目の＃とそのあとの数字も 
含む細い字のもの 
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3-2 

SteamID の確認の仕方 

①まずは Steam を起動して自分のアカウント名をクリックし、プロフィールへ飛びます。 

      
 

 
 

 

②プロフィールのページを開いたら、右クリックして「ページの URL をコピーする」を選択。 

これで自分の Steam プロフィールの URL が、クリップボードに保存されます。 

     
 

               

上から 2 段目の 
「プロフィール」 

上から 5 段目の 
「ページの URL をコピーする」 
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  ③次に Steam ID Finder という SteamID を検索出来る WEB サイトを開きます。 

Steam ID Finder URL  https://steamidfinder.com  

 

④クリップボードに保存されている自分の Steam プロフィール URL 

(https://steamcommunity.com/id/xxxxx/) から xxxxx 部分のみをコピーし、 

Steam ID Finder の検索窓に貼付けて「Get SteamId」をクリックします。 

     
 

 

 

⑤すると入力したアカウントの詳細な情報が表示されるので、その中の 

「steamID: STEAM_●●: ●●: ●●●●●●」というものが、自分固有の SteamID です。 

  
 

 

検索窓に自分の Steam プロフィール
URL より、上記 xxx 部分を貼付けて、
「Get SteamId」をクリック 

「STEAM_●●: ●●: ●●●●●●」が、 
自分固有の SteamID 

https://steamidfinder.com/

