PRESS RELEASE
2017 年 6 ⽉ 16 ⽇
SHOWROOM 株式会社

【※2017 年 6 ⽉ 16 ⽇(⾦) 18 時 情報解禁】
AKB48 49th シングル 選抜総選挙 × SHOWROOM
アピール配信イベント最終ランキング結果発表！
⾒事１位に輝いたのは AKB48 チーム８の⼤⻄ 桃⾹！
6 ⽉ 18 ⽇から⽴候補者 322 名全員のお礼⽣配信も決定！

SHOWROOM 株式会社（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：前⽥裕⼆）が運営するアイド
ルやアーティストとインターネット上でコミュニケーションが楽しめる”夢を叶える”ライブ配
信プラットフォーム「SHOWROOM（ショールーム）」において、AKB48 49th シングル選抜総
選挙 SHOWROOM アピール配信イベントの最終ランキング結果が発表されました。併せて、今
年の AKB48 総選挙⽴候補者 322 名全員が、応援してくれたファンの皆様に対してお礼⽣配信

を⾏うことが決定しました。

第 9 回⽬を迎える、今回の AKB48 選抜総選挙では、AKB48 の 49 枚⽬のシングル選抜メンバ
ー及びカップリングメンバー、合計 5 グループ総勢 80 ⼈をファンの投票によって決定します。
今回の⽴候補者数は、昨年よりも⼤幅に増加した 322 ⼈となっており、最終結果を発表する開
票イベントは、2017 年 6 ⽉ 17 ⽇（⼟）に沖縄・豊崎美ら SUN ビーチにて開催されます。
SHOWROOM では、AKB48 選抜総選挙との連動企画のひとつとして、2017 年 5 ⽉ 25 ⽇（⽉）
17:00 から 6 ⽉ 16 ⽇（⾦）15:00 まで、⽴候補メンバーによるアピール配信イベントを開催
しました。5 ⽉ 31 ⽇（⽔）の速報発表では、アピール配信イベントで上位を獲得しているメン
バーが数多くランクインするなど、⼤きな盛り上がりをみせました。
本⽇ 2017 年 6 ⽉ 16 ⽇（⾦）18:00 に、SHOWROOM アピール配信イベントの最終ランキン
グ結果が特設ページにて発表されました。その結果、1 位は AKB48 チーム８の⼤⻄ 桃⾹、２
位は NGT48 チーム NⅢの中井 りか、３位は AKB48 チーム８の佐藤 栞に決定しました。こ
の SHOWROOM アピール配信イベントの結果が、6 ⽉ 17 ⽇（⼟）に発表される AKB48 49th
シングル 選抜総選挙の最終投票結果にどう影響するのか、⾒逃せません。

▲SHOWROOM アピール配信イベント 1 位を獲得した AKB48 チーム 8 ⼤⻄桃⾹

また、2017 年 6 ⽉ 18 ⽇（⽇）5:00 から 2017 年 6 ⽉ 20 ⽇（⽕）24:00 までの 3 ⽇間で、
今年の AKB48 選抜総選挙⽴候補者 322 名全員が、総選挙を応援してくれたファンの皆様に対
して、SHOWROOM お礼⽣配信を⾏うことが決定しました。⾒事ランクインしたメンバーから
悔し涙を流したメンバーまで、⽴候補者全員が感謝の気持ちを⽣配信でお伝えします。
配信は、各メンバーの個⼈配信ルームにて⾏われます。ぜひ SHOWROOM の無料会員登録をし
て、コメントやギフティングで番組に参加して楽しんでください。

【SHOWROOM アピール配信イベント最終ランキング結果】
※ 本イベントの配信内容、獲得ポイント数、順位は AKB48 49th シングル 選抜総選挙の投票
結果には直接的に関係はありません。

順位 ルーム名

ポイント

1位

⼤⻄ 桃⾹（AKB48 チーム８）

66,294,066

2位

中井 りか（NGT48 チーム NⅢ）

51,323,937

3位

佐藤 栞（AKB48 チーム８）

36,641,424

4位

中村 歩加（NGT48 研究⽣）

12,299,621

5位

下⻘⽊ ⾹鈴（AKB48 チーム８）

9,148,134

6位

野々垣 美希（SKE48 研究⽣）

8,383,839

7位

⻄潟 茉莉奈（NGT48 チーム NⅢ）

7,486,352

8位

奈良 未遥（NGT48 研究⽣）

6,805,649

9位

内⽊ 志（NMB48 チーム N）

6,704,347

10 位 森 ⾹穂（STU48）

5,694,612

11 位 荻野 由佳（NGT48 チーム Nlll）

5,532,384

12 位 ⾺ 嘉伶（AKB48 チーム B 台湾留学⽣）

5,197,765

13 位 太⽥ 奈緒（AKB48 チーム８）

5,155,402

14 位 福⽥ 朱⾥（STU48）

5,098,402

15 位 佐野 遥（STU48）

4,936,947

16 位 ⼭根 涼⽻（AKB48 研究⽣）

4,627,837

17 位 瀧野 由美⼦（STU48）

4,391,640

18 位 ⽯⽥ 千穂（STU48）

3,638,474

19 位 堀 詩⾳（NMB48 チーム N）

3,208,926

20 位 本間 ⽇陽（NGT48 チーム NⅢ）

3,168,407

21 位 森平 莉⼦（SKE48 研究⽣）

2,846,817

22 位 ⻄澤 瑠莉奈（NMB48 チーム M）

2,800,096

23 位 中野 郁海（AKB48 チーム８）

2,635,807

24 位 村川 緋杏（HKT48 チーム TⅡ）

2,466,861

25 位 ⾨脇 実優菜（STU48）

2,440,465

26 位 ⼭⽥ 菜々美（AKB48 チーム８）

2,428,955

27 位 永野 芹佳（AKB48 チーム８）

2,181,908

28 位 佐藤 佳穂（SKE48 研究⽣）

2,148,095

29 位 篠崎 彩奈（AKB48 チーム K）

2,144,860

30 位 ⼩⽥ えりな（AKB48 チーム８）

2,107,411

31 位 後藤 萌咲（AKB48 チーム B）

2,099,460

32 位 宮⾥ 莉羅 （AKB48 チーム８）

2,099,188

33 位 ⽥中 美久（HKT48 チーム H）

1,970,250

34 位 岩⽴ 沙穂（AKB48 チーム４）

1,921,193

35 位 寺⽥ 美咲（AKB48 チーム８）

1,864,234

36 位 武藤 ⼩麟（AKB48 研究⽣）

1,841,396

37 位 樋渡 結依（AKB48 チーム A）

1,837,182

38 位 千葉 恵⾥（AKB48 チーム４ ドラフト研究⽣） 1,834,202
39 位 宮脇 咲良（HKT48 チーム KⅣ）

1,785,595

40 位 ⼩熊 倫実（NGT48 チーム NⅢ）

1,743,317

41 位 佐藤 朱（AKB48 チーム８）

1,742,554

42 位 橋本 陽菜（AKB48 チーム８）

1,729,833

43 位 宮島 亜弥（NGT48 研究⽣）

1,716,484

44 位 吉川 七瀬（AKB48 チーム８）

1,715,707

45 位 ⽮吹 奈⼦（HKT48 チーム H）

1,670,584

46 位 ⿊岩 唯（STU48）

1,662,242

47 位 加藤 美南（NGT48 チーム NⅢ）

1,648,591

48 位 ⾏天 優莉奈（AKB48 チーム８）

1,553,373

49 位 横⼭ 結⾐（AKB48 チーム８）

1,501,408

50 位 横道 侑⾥（AKB48 チーム８）

1,461,736

51 位 今村 美⽉（STU48）

1,437,483

52 位 ⾕⼝ めぐ（AKB48 チーム A）

1,428,780

53 位 今村 ⿇莉愛（HKT48 チーム TⅡ）

1,420,630

54 位 福岡 聖菜（AKB48 チーム B）

1,403,878

55 位 岡部 麟（AKB48 チーム８）

1,398,224

56 位 ⼭⼝ 真帆（NGT48 チーム NⅢ）

1,356,215

57 位 ⼭邊 歩夢（AKB48 チーム B ドラフト研究⽣） 1,355,879
58 位 堺 萌⾹（HKT48 研究⽣）

1,324,938

59 位 武⽥ 智加（HKT48 研究⽣）

1,298,945

60 位 ⾕川 聖（AKB48 チーム８）

1,297,587

61 位 ⻑⾕川 玲奈（NGT48 チーム NⅢ）

1,287,978

62 位 ⻘⽊ 詩織（SKE48 チーム KⅡ）

1,286,933

63 位 久保 怜⾳（AKB48 チーム K ドラフト研究⽣） 1,277,630
64 位 本村 碧唯（HKT48 チーム KⅣ）

1,252,545

65 位 ⼤森 美優（AKB48 チーム４）

1,228,799

66 位 ⽩井 琴望（SKE48 チーム KⅡ）

1,187,822

67 位 森保 まどか（HKT48 チーム KⅣ）

1,183,221

68 位 指原 莉乃（HKT48 チーム H）

1,174,246

69 位 ⻄村 菜那⼦（NGT48 研究⽣）

1,169,258

70 位 朝⻑ 美桜（HKT48 チーム KⅣ）

1,140,433

71 位 北原 ⾥英（NGT48 チーム NⅢ）

1,135,696

72 位 豊永 阿紀（HKT48 研究⽣）

1,104,666

73 位 ⽯⽥ みなみ（STU48）

1,095,787

74 位 向井地 美⾳（AKB48 チーム K）

1,090,759

75 位 ⽥中 皓⼦（STU48）

1,080,869

76 位 菅原 りこ（NGT48 チーム NⅢ）

1,063,089

77 位 佐々⽊ 優佳⾥（AKB48 チーム A）

1,030,904

78 位 ⽥⼝ 愛佳（AKB48 研究⽣）

1,021,971

79 位 安⽥ 桃寧（NMB48 チーム M）

1,013,176

80 位 下⼝ ひなな（AKB48 チーム K）

989,806

【関連情報・リンク】
◼︎アピール配信イベント詳細
イベント名：︎ AKB48 49th シングル 選抜総選挙 SHOWROOM アピール配信イベント
期間：2017 年 5 ⽉ 25 ⽇（⽉）17:00 〜 6 ⽉ 16 ⽇（⾦）15:00
URL：https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th

◼︎お礼⽣配信詳細
期間：2017 年 6 ⽉ 18 ⽇（⽇）5:00 〜 6 ⽉ 20 ⽇（⽕）24:00
対象メンバー：AKB48 49th シングル 選抜総選挙⽴候補者 322 名
配信ルーム：各⽴候補者の個⼈配信ルームにて実施。
※ 各⽴候補者の配信ルームは、ルーム⼀覧ページからご確認ください。
https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th/all_rooms

SHOWROOM は、ルーム内のハートマークを押して番組をフォローすることで、番組開始時に
お⼿持ちのスマートフォン・iPhone に通知が届きます。ぜひ事前にご準備ください。
無料会員登録⽅法：
http://ameblo.jp/showroom-official/entry-12143017615.html

■「SHOWROOM」概要
サービス名

SHOWROOM
PC 版：2013 年 11 ⽉ 25 ⽇（⽉）

配信開始⽇

Android 版：2013 年 12 ⽉ 20 ⽇（⾦）
iPhone 版：2014 年 1 ⽉ 14 ⽇（⽕）

配信形式

Android 端末/iPhone/iPad 向けアプリ、及び PC

ジャンル

双⽅向コミュニケーション型ライブ空間
無料(⼀部ギフトアイテムおよび⼀部番組の視聴は有料)

利⽤料

※番組視聴および番組配信等のサービス利⽤の際には、別途通信料が発⽣する場合があ
ります

権利表記

©SHOWROOM Inc.

対応 OS

iOS 8.0 以上
Android 4.0 以上（配信は 4.3 以上）※⼀部⾮対応の端末があります。

配信地域

⽇本等

対象⾔語

⽇本語・英語
PC 版 https://www.showroom-live.com
Android 端末版

サービス URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.dena.showroom
iPhone 版
https://itunes.apple.com/jp/app/id734256893?mt=8&ls=1
・番組視聴のみの場合は登録不要。
・無料会員登録後、コメントの書き込みやギフティング、番組配信が可能。

利⽤⽅法

※⼀部ギフトアイテムおよび⼀部番組の視聴が有料。
・配信・視聴には PC（内蔵カメラ/外付けカメラのあるもの）または iPhone、
Android 端末が必要です。
端末が必要です。

iPhone、iPod、iPod touch、iPad は⽶国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標または登録商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使⽤されています。
IOS は、Cisco の⽶国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使⽤されています。
Google、Android、Google Play（旧 Android マーケット）は、Google Inc.の商標または登録商標です。

【本件に関する問合せ先】SHOWROOM 株式会社
担当：与⽥、⾦⽥
ryosuke.yoda@showroom.co.jp
kenta.kaneda@showroom.co.jp

