
K.I.P. 第31回例会　 　【エス】さん恒例の本企画よりも気合が入っている余興企画

目指せセンター！　「AKB48選抜総選挙 2011」への道

※ AKB48 選抜総選挙2011とは…

・ AKB48 22ndシングルを歌う選抜メンバーを、ファン投票で決めるという一大イベント

「選抜候補 となるメンバ は AKB48に加え 名古屋 栄をベ スに活動するSKE48・ 「選抜候補」となるメンバーは、AKB48に加え、名古屋・栄をベースに活動するSKE48、

　 大阪・なんばを拠点に活動するNMB48のメンバー、あわせて全152人。

・ 当選メンバーは40人。上位12名はテレビや雑誌などのメディアに出演する「メディア選抜」、

　 上位21名（上位12名を含む）はシングル曲を歌う「選抜メンバー」、

　 22位～40位はカップリング曲を歌う「アンダーガールズ」となる。

【出題曲】

・ 全て女性アーティスト（ソロ歌手またはユニット）の歌唱曲とする

・ 出題アーティストとなるのは、上記の「選抜候補」の中に、同一の

　ファーストネームを持っている者がいることが条件

　- ユニットの場合は、出題曲に参加しているメンバーのうち

　　 1人以上がそれに該当していることを条件とする

　- 芸能活動でのファーストネームと戸籍上のファーストネームが

　　 異なる場合は、芸能活動でのファーストネームとする

　- 芸能活動でのファーストネームが日本語表記ではない（ローマ字

AKB48
選抜総選挙2011　　 を含む）者については、日本語読みに直して適用する

　- グループ内でのみ使用される通称は対象としない

・ 同一のファーストネームを2度以上出題することはない

　- 同一ファーストネームのカードの分け合いや取り合いはない

【クイズの進め方】

・ 出題はラントロ早押しクイズとする。イントロクイズもそこそこ混ざっている。

　- 出題曲のタイトルを解答する

選抜総選挙2011

公式ガイドブック

表紙

・ 出題数は50問以下でナイショ

【正解・不正解】

＜正解＞

・ 出題アーティストと同一のファーストネームを持つ「選抜候補」

　 全員のカードを獲得する

・ ユニットの歌唱曲の正解時、出題ユニット側に該当メンバーが

　 複数人いる場合は、全ての該当メンバーについて同一のファースト　 複数人いる場合は、全ての該当メンバ について同 のファ スト

　 ネームをもつ「選抜候補」のカードをそれぞれ全員分獲得する

＜不正解＞

・ 2問休み。ただし、初めて参加されるにしざわさん、なかちゃんさんのお二人は1問休みとする。

・ 全出題終了後、獲得したカードの中から、前年度の選抜総選挙の得票順位の上位のカードから順に、

　 通算不正解数だけカードを場に戻す

【カードの分配】

・ 全出題終了時、不正解・スルー・還元により場にあるカードについては、獲得枚数の少ない方から順に 全出題終了時、不正解 スル 還元により場にあるカ ドについては、獲得枚数の少ない方から順に

　 1枚ずつカードを引き、自分の獲得カードとする

【勝敗】

・ 「AKB48選抜総選挙 2011」の開票結果に応じて、以下の優先順位をもって順位付けを行う

　1. 選抜メンバーのセンター＝第1位を獲得した方

　2. アンダーガールズのセンター＝第22位を獲得した方

　3. メディア選抜メンバー（上位12名）の獲得人数の多い方

4 選抜メンバー（上位21名）の獲得人数の多い方　4. 選抜メンバー（上位21名）の獲得人数の多い方

　5. アンダーガールズ（22位～40位）の獲得人数の多い方

　6. 総獲得人数の多い方

　7. 正解数

　8. 不正解数（少ないほう）



目指せセンター！　「AKB48選抜総選挙 2011」への道　　出題曲一覧

タイトル アーティスト メンバー

1 色・ホワイトブレンド 竹内まりや

2 天使のボディーガード ゆうゆ（岩井由紀子） with おニャン子クラブ （おニャン子クラブのメンバーは除く）

3 glory colors ～風のトビラ～ ZONE MIYU TAKAYO MAIKO TOMOKA

4 恋のフーガ 小柳ゆき

5 好きで、好きで、好きで。 倖田來未

6 パープルタウン ("You Oughta Know By Now"～"パープルタウン") TAK MATSUMOTO Feat. 竹井詩織里

7 Here Comes The るみちゃん 宍戸留美

8 恋したっていいじゃない 渡辺美里

9 ゆうべの秘密 小川知子

10 Hello, my friend 綾瀬はるか

11 真夏の出来事 平山三紀

12 いつも心に太陽を 三枝夕夏 IN db

13 Perfect Love MAX ナナ ミーナ リナ レイナ

14 夢見るシャンソン人形 弘田三枝子

15 いつのまにか少女は 持田香織 produced by 井上陽水

16 素直に言えない－もっとそばにいたいけど－ Melody 田中有紀美 若杉南 望月まゆ

17 海とあなたの物語 未来玲可

18 VOICE Perfume 大本彩乃 樫野有香 西脇綾香

19 アジアの純真 PUFFY 大貫亜美 吉村由美

20 ささげたい、あなたに… 牧瀬里穂

21 FIRE 丸山みゆき

22 やりたい放題 斉藤満喜子

23 トイレの神様 植村花菜

24 くしゃみ ともさかりえ

25 氷雨 日野美歌

26 ザ・ストレス 安倍なつみ

27 SUMMER LOVER大作戦 Qlair 今井佐知子 井ノ部裕子 吉田亜紀

28 アザミ嬢のララバイ 中島みゆき

29 NEW SEASON 森高千里

30 さよならだけは言わないで 五輪真弓

31 なんにも言わずにI LOVE YOU 美勇伝 石川梨華 三好絵梨香 岡田唯

32 君が好きだから 観月ありさ

33 anybody's game 小松未歩

34 LOVE★GUN 平野綾

35 一秒ごとに Love for you 倉木麻衣



ＡＫＢ４８／ＳＫＥ４８／ＮＭＢ４８　選抜候補メンバー一覧（１５２名）

ＡＫＢ４８ ＳＫＥ４８ ＮＭＢ４８

氏名 前回 同名アーティスト 氏名 前回 同名アーティスト 氏名 前回 同名アーティスト

チームＡ チームＳ チームＮ

岩佐美咲 大矢真那 24 小笠原茉由 Melody 望月まゆ

多田愛佳 22 小野晴香 綾瀬はるか 門脇佳奈子

大家志津香 加藤るみ 宍戸留美 岸野里香 美勇伝 石川梨華

片山陽加 37 綾瀬はるか 木﨑ゆりあ 木下春奈

倉持明日香 23 木下有希子 岩井由紀子 小谷里歩 牧瀬里穂

小嶋陽菜 7 桑原みずき 近藤里奈 MAX リナ

指原莉乃 19 須田亜香里 篠原栞那

篠田麻里子 3 高田志織 竹井詩織里 上西恵

高城亜樹 13 Qlair 吉田亜紀 出口陽 Qlair 吉田亜紀 白間美瑠

高橋みなみ 6 Melody 若杉南 中西優香 三枝夕夏 IN db 福本愛菜

仲川遥香 20 綾瀬はるか 平田璃香子 松田栞 竹井詩織里

中田ちさと 森高千里 平松可奈子 森彩華 Perfume あ～ちゃん

仲谷明香 松井珠理奈 10 山田菜々 MAX ナナ

前田敦子 2 松井玲奈 11 山本彩

前田亜美 Puffy 大貫亜美 松下唯 美勇伝 岡田唯 吉田朱里

松原夏海 39 安倍なつみ 矢神久美 38 倖田來未 渡辺美優紀 中島みゆき

チームＫ チームＫⅡ

秋元才加 17 赤松里々奈

板野友美 4 阿比留李帆 牧瀬里穂

内田眞由美 五輪真弓 石田安奈

梅田彩佳 32 Perfume あ～ちゃん 小木曽汐莉 竹井詩織里

大島優子 1 加藤智子 小川知子

菊地あやか Perfume あ～ちゃん 後藤理沙子

田名部生来 佐藤聖羅

中塚智実 佐藤実絵子 弘田三枝子

仁藤萌乃 29 高柳明音 35

野中美郷 渡辺美里 秦佐和子

藤江れいな 33 MAX レイナ 古川愛李

松井咲 松本梨奈松井咲子 松本梨奈 MAX リナ

峯岸みなみ 14 Melody 若杉南 向田茉夏

宮澤佐江 9 矢方美紀 平山三紀

横山由依 美勇伝 岡田唯 山田澪花 未来玲可

米沢瑠美 34 宍戸留美 若林倫香 ZONE TOMOKA

チームＢ チームＥ

石田晴香 27 綾瀬はるか 磯原杏華

河西智美 12 上野圭澄

柏木由紀 8 小柳ゆき 梅本まどか

北原里英 16 ともさかりえ 金子栞 竹井詩織里

小林香菜 植村花菜 木本花音

注：企画実施時点

でのメンバー

（2011年5月現在）

小林香菜 植村花菜 木本花音

小森美果 30 日野美歌 小林亜実 Puffy 大貫亜美

佐藤亜美菜 18 酒井萌衣

佐藤すみれ 31 柴田阿弥 平野綾

佐藤夏希 高木由麻奈

鈴木まりや 竹内まりや 竹内舞 倉木麻衣

近野莉菜 MAX リナ 都築里佳 美勇伝 石川梨華

平嶋夏海 26 安倍なつみ 中村優花 三枝夕夏 IN db

増田有華 25 Perfume かしゆか 原望奈美 Melody 若杉南

宮崎美穂 21 小松未歩 間野春香 綾瀬はるか

渡辺麻友 5 Melody 望月まゆ 山下ゆかり

山田恵里伽 美勇伝 三好絵里香山田恵里伽 美勇伝 三好絵里香

研究生 研究生 研究生

大場美奈 MAX ミーナ 井口栞里 竹井詩織里 大田里緒菜

島崎遥香 28 綾瀬はるか 犬塚あさな 沖田彩華 Perfume あ～ちゃん

島田晴香 綾瀬はるか 今出舞 倉木麻衣 川上礼奈

竹内美宥 ZONE MIYU 内山命 木下百花

永尾まりや 竹内まりや 鬼頭桃菜 小柳有沙 観月ありさ

仲俣汐里 竹井詩織里 小林絵未梨 原みづき

中村麻里子 斉藤真木子 斉藤満喜子 肥川彩愛

森杏奈 松村香織 持田香織 山岸奈津美 安倍なつみ

山内鈴蘭 36 水埜帆乃香 山口夕輝山内鈴蘭 36 水埜帆乃香 山口夕輝

阿部マリア

伊豆田莉奈 MAX リナ

市川美織

入山杏奈

加藤玲奈

小林茉里奈

藤田奈那 MAX ナナ

牛窪紗良

川栄李奈 MAX リナ

小嶋菜月

鈴木紫帆里鈴木紫帆里

名取稚菜

森川彩香 Perfume あ～ちゃん

山口菜有
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前回TOP40 名前別（五十音順）

順位 氏名 所属 同名アーティスト 名前 氏名 所属 同名アーティスト 名前 氏名 所属 同名アーティスト 名前 氏名 所属 同名アーティスト

1 大島優子 K あいか 多田愛佳 A しほり 鈴木紫帆里 研A みさと 野中美郷 K 渡辺美里

2 前田敦子 A あいな 福本愛菜 N じゅりな 松井珠理奈 S みずき 桑原みずき S

3 篠田麻里子 A あいり 古川愛李 KⅡ すずらん 山内鈴蘭 研A みづき 原みづき 研N

4 板野友美 K あかね 高柳明音 KⅡ すみれ 佐藤すみれ B みな 大場美奈 研A MAX ミーナ

5 渡辺麻友 B Melody 望月まゆ あかり 須田亜香里 S せいら 佐藤聖羅 KⅡ みなみ 高橋みなみ A Melody 若杉南

6 高橋みなみ A Melody 若杉南 吉田朱里 N ちさと 中田ちさと A 森高千里 峯岸みなみ K

7 小嶋陽菜 A あき 高城亜樹 A Qlair 吉田亜紀 ともか 若林倫香 KⅡ ZONE TOMOKA 原望奈美 E

8 柏木由紀 B 小柳ゆき 出口陽 S ともこ 加藤智子 KⅡ 小川知子 みほ 宮崎美穂 B 小松未歩

9 宮澤佐江 K あさな 犬塚あさな 研S ともみ 板野友美 K みゆ 竹内美宥 研A ZONE MIYU

10 松井珠理奈 S あすか 倉持明日香 A 河西智美 B みゆき 渡辺美優紀 N 中島みゆき

11 松井玲奈 S あつこ 前田敦子 A 中塚智実 K みる 白間美瑠 N

12 河西智美 B あみ 前田亜美 A Puffy 大貫亜美 なう 山口菜有 研A めい 酒井萌衣 E

13 高城亜樹 A Qlair 吉田亜紀 小林亜実 E なつき 佐藤夏希 B もえの 仁藤萌乃 K

14 峯岸みなみ K Melody 若杉南 あみな 佐藤亜美菜 B 小嶋菜月 研A ももか 木下百花 研N

16 北原里英 B ともさかりえ あや 柴田阿弥 E 平野綾 なつみ 平嶋夏海 B 安倍なつみ ももな 鬼頭桃菜 研S

17 秋元才加 K あやか 梅田彩佳 K Perfume あ～ちゃん 松原夏海 A ゆい 横山由依 K 美勇伝 岡田唯

18 佐藤亜美菜 B 菊地あやか K 山岸奈津美 研N 松下唯 S

19 指原莉乃 A 森川彩香 研A なな 藤田奈那 研A MAX ナナ ゆうか 中西優香 S 三枝夕夏 IN db

20 仲川遥香 A 綾瀬はるか 森彩華 N 山田菜々 N 中村優花 E

21 宮崎美穂 B 小松未歩 沖田彩華 研N はるか 仲川遥香 A 綾瀬はるか ゆうき 山口夕輝 研N

22 多田愛佳 A あやめ 肥川彩愛 研N 石田晴香 B ゆうこ 大島優子 K

23 倉持明日香 A ありさ 小柳有沙 研N 観月ありさ 島崎遥香 研A ゆか 増田有華 B Perfume かしゆか

24 大矢真那 S あんな 石田安奈 KⅡ 片山陽加 A ゆかり 山下ゆかり E

25 増田有華 B Perfume かしゆか 森杏奈 研A 小野晴香 S ゆき 柏木由紀 B 小柳ゆき

26 平嶋夏海 B 安倍なつみ 入山杏奈 研A 間野春香 E ゆきこ 木下有希子 S 岩井由紀子

27 石田晴香 B 綾瀬はるか えみり 小林絵未梨 研S 島田晴香 研A ゆまな 高木由麻奈 E

28 島崎遥香 研A 綾瀬はるか えりか 山田恵里伽 E 美勇伝 三好絵里香 はるな 小嶋陽菜 A ゆりあ 木﨑ゆりあ S

29 仁藤萌乃 K かおり 松村香織 研S 持田香織 木下春奈 N りえ 北原里英 B ともさかりえ

30 小森美果 B 日野美歌 かすみ 上野圭澄 E ほのか 水埜帆乃香 研S りおな 大田里緒菜 研N

31 佐藤すみれ B かな 小林香菜 B 植村花菜 まい 竹内舞 E 倉木麻衣 りか 都築里佳 E 美勇伝 石川梨華

32 梅田彩佳 K Perfume あ～ちゃん かなこ 平松可奈子 S 今出舞 研S 岸野里香 N

33 藤江れいな K MAX レイナ 門脇佳奈子 N まきこ 斉藤真木子 研S 斉藤満喜子 りかこ 平田璃香子 S

34 米沢瑠美 K 宍戸留美 かのん 木本花音 E まさな 大矢真那 S りさこ 後藤理沙子 KⅡ

35 高柳明音 KⅡ かんな 篠原栞那 N まどか 梅本まどか E りな 近野莉菜 B MAX リナ

36 山内鈴蘭 研A きょうか 磯原杏華 E まなつ 向田茉夏 KⅡ 松本梨奈 KⅡ

37 片山陽加 A 綾瀬はるか くみ 矢神久美 S 倖田來未 まゆ 渡辺麻友 B Melody 望月まゆ 伊豆田莉奈 研A

38 矢神久美 S 倖田來未 けい 上西恵 N 小笠原茉由 N 川栄李奈 研A

39 松原夏海 A 安倍なつみ さえ 宮澤佐江 K まゆみ 内田眞由美 K 五輪真弓 近藤里奈 N

さきこ 松井咲子 K まりあ 阿部マリア 研A りの 指原莉乃 A

※ 15位 小野恵令奈、40位 石黒貴己は卒業 さやか 秋元才加 K まりこ 篠田麻里子 A りほ 阿比留李帆 KⅡ 牧瀬里穂

仲谷明香 A 中村麻里子 研A 小谷里歩 N

山本彩 N まりな 小林茉里奈 研A りりな 赤松里々奈 KⅡ

さら 牛窪紗良 研A まりや 鈴木まりや B 竹内まりや るみ 米沢瑠美 K 宍戸留美

さわこ 秦佐和子 KⅡ 永尾まりや 研A 加藤るみ S

しおり 高田志織 S 竹井詩織里 みえこ 佐藤実絵子 KⅡ 弘田三枝子 れいか 山田澪花 KⅡ 未来玲可

小木曽汐莉 KⅡ みおり 市川美織 研A れいな 藤江れいな K MAX レイナ

金子栞 E みか 小森美果 B 日野美歌 れな 松井玲奈 S

仲俣汐里 研A みき 矢方美紀 KⅡ 平山三紀 加藤玲奈 研A

井口栞里 研S みく 田名部生来 K 川上礼奈 研N

松田栞 N みこと 内山命 研S わかな 名取稚菜 研A

しづか 大家志津香 A みさき 岩佐美咲 A

 6/6


	AKB名前争奪
	AKB名前争奪２
	AKB名前争奪３

