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報道各位 
 

 
 
 

「閃光ライオット」の意思を受け継ぐ 

10 代アーティスト限定、音楽フェス  
 

グランプリは、「Shout it Out」に決定！ 
ライブゲスト： ゲスの極み乙女。 オープニングアクﾄ： グッドモーニングアメリカ  

 

応援ガール： 橋本奈々未(乃木坂46) 
 

★ゲスの極み乙女。『SCHOOL OF LOCK!』レギュラー出演も発表！ 
 

 
 

 

 
 

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中の10代向け人気番組『SCHOOL OF LOCK!』では、「タワー

レコード」「ＮＴＴドコモ」「レコチョク」が展開するインディーズ及び新人アーティストの音楽活動支援「Eggsプロジ

ェクト」をパートナーに迎えて、10代アーティスト限定の音楽フェス『未確認フェスティバル』を、2015年8月30日

（日）、新木場STUDIO COASTで開催しました。 

審査の結果、グランプリは「Shout it Out」(大阪府)、準グランプリは「リーガルリリー」(東京都)、審査員

特別賞は「Strangers」(宮城県)がそれぞれ受賞しました。 

また、ライブゲストとして登場した「ゲスの極み乙女。」が、10 月から『SCHOOL OF LOCK!』にレギュラー

出演することも発表されました。 
この模様は、9 月 1 日(火)、2 日(水)の「SCHOOL OF LOCK!」（22:00～23:55 全国 38 局）でオンエア致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆応募総数3,254組の頂点は、「Shout it Out」(大阪府)に決定！ 
会場となった新木場 STUDIO COAST には、のべ 4,200 人のリスナーが来場。応募総数 3,254 組の中から、

デモ審査・ネット審査・ライブ審査を勝ち上がった 7 組と、リスナーの熱い想いで選ばれた 1 組、合計 8 組の 10

代アーティストがファイナルステージに挑みました。 

審査の結果、グランプリは「Shout it Out」(大阪府)、準グランプリは「リーガルリリー」(東京都)、審査員特別賞

は「Strangers」(宮城県)がそれぞれ受賞しました。 

閃光ライオットの時代を含めて、今回が 3 回目の挑戦となった「Shout it Out」、ライブ終了後は「2 年間、積み

重ねてきた思いをすべて吐き出しました」とコメント。受賞後のウィニングライブでは「これから歌う曲は、未来に

向けて歌います」と、エントリー楽曲「17 歳」を力強く披露し、「未確認フェスを背負っていけるバンドになりたい」

と決意を新たにしました。「Shout it Out」には優勝賞金として 100 万円と優勝旗が贈られました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲優勝した「Shout it Out」 ▲会場を盛り上げるとーやま校長とあしざわ教頭 

▲準グランプリ「リーガルリリー」(東京都) ▲審査員特別賞「Strangers」(宮城県) ▲グランプリ「Shout it Out」(大阪府) 
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◆応援ガールの橋本奈々未が、開会宣言！ 
 

「未確認フェスティバル」の初代応援ガールに選ばれたのは、『SCHOOL OF 

LOCK!』内の人気コーナー『GIRLS LOCKS!』3 週目を担当している橋本奈々未

（乃木坂 46）。当日はビデオメッセージで、ギターをかき鳴らしながら開会宣言！  

「ファイナルステージに立つ 8 組の音源、ばっちりチェックしました。レベルの高

い争いになると思いますが、力を出し切って下さい！誰も体験したことのない、

最高の、伝説の１日にしましょう！」と、10 代アーティストに向けて熱いエールを贈

りました。 
 
 

 

◆オープニングアクトは「グッドモーニングアメリカ」  
オープニングアクトをつとめたのは、今年11月27日に日本武道館公演を控える「グッドモーニングアメリカ」。

ベースのたなしんが「未確認フェスティバル」にかけて、シルバーの全身タイツに身を包み「未確認たなしん」と

して登場。おなじみの「3,2,1ファイヤー！」の掛け声で会場を沸かせ、「コピペ」「突破していこう」「未来へのス

パイラル」の3曲を披露しました。「僕らも10代の時に出会ってバンドを結成して、30歳超えても同じメンバーで

やっているなんて考えてなかった。自分の目の前のこと、ひとつひとつ超えていくことが大事。俺らもまだ途中

です。皆がライバルで仲間。一緒に戦っていきましょう！」とメッセージを贈りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆ライブゲストは「ゲスの極み乙女。」  
ライブゲストの「ゲスの極み乙女。」の登場に、待ちかねたオーディエンスは拳を突き上げて迎えました。「キ

ラーボール」「星降る夜に花束を」を披露した後、ちゃんMARI(Key)のソロに合わせて、メンバーがトレインを披

露して会場を沸かせ、続く「私以外私じゃないの」「デジタルモグラ」「ドレスを脱げ」ではコール＆レスポンスで

盛り上がりました。もともと『SCHOOL OF LOCK!』のリスナーだった川谷絵音(Vo,Gt)。客席から、当時のラジオ

ネーム「ハイセンス太郎！」と会場から声がかかると「めっちゃ恥ずかしいけど、嬉しい限りです。」と照れなが

ら、「FLOW先生が生放送教室にきた時は逆電にも出た」というエピソードを明かしました。 

そんな「ゲスの極み乙女。」が10月から『SCHOOL OF LOCK!』のレギュラー講師に就任することが決定！ 

川谷絵音は「引き続き番組掲示板にも書き込んでいきます！」と抱負を語りました。 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 

◆ファイナリストの楽曲が、ｄヒッツ®＆USEN音楽放送でチェックできる！  
 

♪「未確認フェスティバル 2015」ファイナリスト 7 組の音源は、2015 年 8 月 4 日（火）から、「ｄヒッツ® powered by  

レコチョク」において「未確認フェスティバル・ファイナリスト特集」として配信中です。   

http://rd.music.docomomarket.ne.jp/dhits/fes/0804/ 

♪USEN 音楽放送（SOUND PLANET、music AirBee!、SOUND PLANET-I、SOUND PLANET-i HOME MIX ）の 

インディーズチャンネルにおいても放送中。 http://music.usen.com/channel/c27/ 

  ◆放送日時＆番組名 【8/4(火)～9/30(水)】A01、A60～73リクエストJ-POP  

【8/4(火)～8/31(月)】C27 最新☆インディーズ 

http://rd.music.docomomarket.ne.jp/dhits/fes/0804/
http://music.usen.com/channel/c27/
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未確認フェスティバル2015・審査結果  

 

 

＜グランプリ＞ （賞金100万円） 
 

Shout it Out(シャウトイットアウト) 大阪府 

山内 彰馬(Vo,Gt)、露口 仁也(Gt) 

新山 大河(Ba)、西浦 和希 (Dr) 
今日までバンドを続けていて良かったです。 

未確認フェスティバルを背負っていけるバンドに

なりたいです。 

演奏曲：『風を待っている』『１７歳』『光の唄』 

 

＜準グランプリ＞  
 

リーガルリリー 東京都 

高橋ほのか(Vo,Gt)、白石悠(Ba,Cho) 

雪山珠沙希(Dr,Cho) 

こんなに声が枯れるまで歌いたいと思ったのは

久しぶりです。何千人とこっちを向いているみん

なの心が見えちゃったんですよ。すごいパワーが

集まっていて、こっちも返してあげたいなと思いま

した。 

演奏曲：『魔女』『高速道路』『坂道の途中で』 

 

＜審査員特別賞＞ 
 

Strangers(ストレンジャーズ) 宮城県 

山内英太郎(Gt,Vo.)、下舘和也(Gt) 

小倉健太(Ba)、三浦眞澄(Dr.) 
僕らはちっぽけな存在で、バンドマンぽくないし、

演奏もうまくないし、小学生みたいと言われるこ

ともある。でも僕らの音楽は素晴らしい！ 

音楽のお蔭でこのステージに連れてきてもらい

ました。誇りに思います。 

演奏曲：『星座の仕組み』『ＷＩＬＬ』『風読み』 

 
 

【未確認フェスティバル 2015 実施概要】 
 
 

◇名 称 未確認フェスティバル2015 

◇日 時 2015年8月30日（日）13:30～20:00（予定） 

◇会 場         新木場 STUDIO COAST 東京都江東区新木場 2-2-10 

◇入場方法 入場無料  ※整理券の配布はなし ※観覧は10代限定ではありません。 

◇出演者      ＜応募総数 3,254 組から勝ち上がった 7 組の 10 代アーティスト＞ 

Shout it Out(大阪府)、Strangers(宮城県)、Damn Drive(千葉県)、夜の最前線(大阪府) 

リーガルリリー(東京都)、リディキュラスラビッシュ(東京都)、RED DOG(愛知県) 

＜「BURNOUT STAGE Supported by ICEBOX」 リスナーの熱い想いで選ばれた１組＞ 

みきなつみ（埼玉県） 

◇ゲスト       ライブゲスト： ゲスの極み乙女。 オープニングアクト： グッドモーニングアメリカ 

◇応援ガール      橋本奈々 未（乃木坂46） ※ビデオメッセージ出演 

◇特別審査員   いしわたり淳治、日高央、菅野結以 
◇審査方法     会場オーディエンスの人気投票と、特別審査員、「未確認フェスティバル」スタッフによる厳正な 

協議の上、決定します。 

◇賞 品       グランプリには、賞金100万円が授与されます 

◇名義関係     ◎主催 TOKYO FM/TOWER RECORDS/NTTドコモ/レコチョク 

◎協賛  森永アイスボックス/日本音楽著作権協会(JASRAC)/学校法人東放学園 
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■「未確認フェスティバル」とは 
 

音楽に夢を重ねる10代のアマチュア・アーティストたちが、夏に開催されるファイナル

ステージへの出場をかけてしのぎを削る“音楽の甲子園”。「曲や詩を作ってみた。弾い

てみた。歌ってみた。そして誰かに届けたくなった。」 そんな想いを抱く「未完の才能」が

全国から集結する、唯一無二の音楽フェスティバルです。 

「タワーレコード」「ＮＴＴドコモ」「レコチョク」が展開する「Eggsプロジェクト」をパートナー

に迎えて、応募の受付から審査まで完全連動して実施致します。 
 

2015 年 3 月 16 日からスタートした一次審査（デモ審査）への応募総数は 3,254 組。ここから 108 組が二次審査に

進出。二次審査は 5 月 20 日よりスタートし、『未確認フェスティバル』（Eggs 内）の特設サイトで、全 108 組の音源・映

像を公開し、一般からの投票も受け付けました。その結果、三次審査（ライブステージ）に 33 組が進出。オーディエン

スを招いてのライブハウス審査を経て、ファイナリスト 7 組が決定。さらに最後の 1 組をリスナーが決める企画

「BURNOUT STAGE Supported by ICEBOX」によって選ばれた 1 組とあわせて、合計 8 組が、8 月 30 日新木

場 STUDIO COAST で開催されるファイナルステージに挑みました。 

 

♪ファイナルステージ＠新木場STUDIO COASTへの道のり 
 

 ①デモ審査（受付期間：3/16～5/6） 

  応募して頂いたデモ音源・デモ映像を、「未確認フェスティバル」の審査員が審査します。 
＜応募部門＞ 

① レギュラーコース：バンド、シンガーソングライター、ラッパー･･･こちらが基本のコース。 

② 曲だけコース：「LIVEはできないけど、つくった曲を聴いてほしい！」という方はこちら。 

③歌うだけコース：「オリジナル曲はないけれど、歌声には自信がある！」 カラオケ応募もＯＫ！ 

④ 未確認コース：「これってなんだろう？」自分でもよくわからない「？」な作品・パフォーマンスも受付！ 

＜応募資格＞  

応募時点で12才～19才（1995年4月2日～2003年4月1日生まれの方） 

     バンドやグループの場合、メンバー全員が上記の年齢であること。性別・国籍不問。 

   7月に開催される3次ライブステージに参加できること。 
 

②ネットステージ（審査期間：5 月 20 日～6 月 13 日） 
  デモ審査を通過した方の音源・映像を、「未確認フェスティバル」（Eggs内）の特設サイトで公開。一般投票も受付 
 

③ライブステージ  
  オーディエンスを招いてのライブハウス審査。パフォーマンス力や、オーディエンスの盛り上がりも審査の対象。  

◆7 月 19 日（日）大阪会場  ＜JANUS＞     出場者 8 組／ゲスト：Brian the Sun 

◆7 月 21 日（火）名古屋会場＜ボトムライン＞ 出場者 8 組／ゲスト：BLUE ENCOUNT 

◆7 月 25 日（土）東京会場  ＜O-WEST＞    出場者 8 組／ゲスト：04 Limited Sazabys 

◆7 月 26 日（日）東京会場  ＜O-WEST＞   出場者 9 組 
 

④ファイナルステージ（8 月 30 日(日) 新木場 STUDIO COAST で開催）  

ライブステージを勝ち抜いたアーティストが、8 月 30 日に開催されるファイナルステージ「未確認フェスティバ 

ル」に出場！当日のステージで最も多くの評価、投票を集めたアーティストに優勝賞金 100 万円を贈呈。 
 
 

 

♪特別審査員は、いしわたり淳治、日高央、菅野結以 
 『未確認フェスティバル』の特別審査員をつとめるのは、『閃光ライオット』でも長年、特別審査員をつとめ、10代のア

ツい想いを受け止め続けてくれた、いしわたり淳治！そして、元「BEAT CRUSADERS」、現在は「THE STARBEMS」の

Vocalであり、同時に様々なアーティストのプロデュース／楽曲提供を行い、NOTTV1で放送中の「MUSICにゅっと。」

で総合司会もつとめる日高央（とおる）、さらに、「SCHOOL OF LOCK!」の姉妹番組ともいえるTOKYO FM「RADIO 

DRAGON-NEXT-」のパーソナリティで人気ファッションモデルの菅野結以が特別審査員として初参戦します。 
 

 

■「Eggs」とは 

タワーレコード、ＮＴＴドコモ、レコチョクの 3 社が、すべてのインディーズ及びすべての新人アーティストの音楽活動支援を行うプ

ロジェクト。まったく新しい音楽コミュニティサイト「Eggs」にて、アーティスト登録も受付中。◇Eggs サイト：http://eggs.mu/ 
 

■番組「SCHOOL OF LOCK!」について 

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校！”をコンセプトに、パーソナリティの 

とーやま校長・あしざわ教頭ほか、人気アーティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM 

をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、ラジオとWEB、

時にイベントや出版も連動させた内容でネット世代の若者を中心に支持を得ている人気番組です。 

◇放送日時： 毎週月曜日～木曜日 22:00～23:55 / 毎週金曜日 22:00～22:55  

◇放送局：TOKYO FM をはじめとする JFN38 局ネット（※一部 東京ローカル）◇ホームページ： http://www.tfm.co.jp/lock 

詳しくは、『SCHOOL OF LOCK!』ホームページ http://www.tfm.co.jp/lock/mikakunin  

http://eggs.mu/
http://www.tfm.co.jp/lock

