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安部 若菜 アベ ワカナ
生年月日：2001年7月18日（16歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームN）
目標メンバー：市川美織

大谷 悠妃 オオタニ ユウキ
生年月日：2004年7月29日（13歳）
出身地：愛知県
志望チーム：SKE48（チームS）
目標メンバー：松井珠理奈

大盛 真歩 オオモリ マホ
生年月日：1999年12月5日（18歳）
出身地：茨城県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：込山榛香

安藤 千伽奈 アンドウ チカナ
生年月日：2001年1月13日（17歳）
出身地：長野県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：荻野由佳

岡田 梨奈 オカダ リナ
生年月日：1999年7月27日（18歳）
出身地：埼玉県
志望チーム：AKB48（チームK）
目標メンバー：宮脇咲良

五十嵐 麗 イカラシ ウララ
生年月日：2003年5月6日（14歳）
出身地：新潟県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：本間日陽

沖 侑果 オキ ユウカ
生年月日：1999年12月1日（18歳）
出身地：岡山県
志望チーム：STU48
目標メンバー：渡辺麻友、福岡聖菜

池ケ谷 千尋 イケガヤ チヒロ
生年月日：2003年11月29日（14歳）
出身地：愛知県
志望チーム：HKT48（チームTⅡ）
目標メンバー：荻野由佳

勝又 彩央里 カツマタ サオリ
生年月日：2000年10月31日（17歳）
出身地：静岡県
志望チーム：AKB48（チームK）
目標メンバー：渡辺麻友

石綿 星南 イシワタ セナ
生年月日：2002年2月22日（15歳）
出身地：神奈川県
志望チーム：AKB48（チーム４）
目標メンバー：村山彩希、横山由依

神山 莉穂 カミヤマ リホ
生年月日：2003年8月20日（14歳）
出身地：東京都
志望チーム：AKB48（チームB）
目標メンバー：今村麻莉愛

泉 綾乃 イズミ  アヤノ
生年月日：2004年11月22日（13歳）
出身地：京都府
志望チーム：NMB48（チームN）
目標メンバー：松井珠理奈

河野 奈々帆 カワノ ナナホ
生年月日：2002年5月18日（15歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームN）
目標メンバー：山本彩、城恵理子

伊藤 優絵瑠 イトウ ユエル
生年月日：2003年10月24日（14歳）
出身地：東京都
志望チーム：HKT48（チームH）
目標メンバー：指原莉乃

北川 悠理 キタガワ ユリ
生年月日：2001年8月8日（16歳）
出身地：東京都
志望チーム：AKB48（チームB）
目標メンバー：渡辺麻友

大澤 藍 オオサワ アイ
生年月日：2001年1月29日（16歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームM）
目標メンバー：渋谷凪咲

熊本 日向子 クマモト ヒナコ
生年月日：1999年9月29日（18歳）
出身地：京都府
志望チーム：NMB48（チームBⅡ）
目標メンバー：松井珠理奈、白間美瑠

蔵本 美結 クラモト ミユウ
生年月日：2001年5月21日（16歳）
出身地：埼玉県
志望チーム：AKB48（チーム４）
目標メンバー：柏木由紀

大田 莉央奈 オオタ リオナ
生年月日：2003年3月12日（14歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームBⅡ）
目標メンバー：植村梓、田中美久

上妻 ほの香 コウヅマ ホノカ
生年月日：2004年11月19日（13歳）
出身地：愛知県
志望チーム：SKE48（チームS）
目標メンバー：岡田奈々

大竹 ひとみ オオタケ ヒトミ
生年月日：1999年6月27日（18歳）
出身地：千葉県
志望チーム：NGT48（チームＮIII）、AKB48（チームA・4）
目標メンバー：高橋みなみ、荻野由佳

小林 蘭 コバヤシ ラン
生年月日：2003年10月7日（14歳）
出身地：大阪府
志望チーム：AKB48（チームK）
目標メンバー：指原莉乃、松岡はな

波左間 美晴 ハザマ ミハル
生年月日：2002年4月27日（15歳）
出身地：福岡県
志望チーム：HKT48（チームH）
目標メンバー：岡田奈々、松井珠理奈、田島芽瑠

溝渕 麻莉亜 ミゾブチ マリア
生年月日：1999年5月12日（18歳）
出身地：兵庫県
志望チーム：NMB48（チームN）
目標メンバー：山本彩

馬場 彩華 ババ サヤカ
生年月日：2004年5月2日（13歳）
出身地：佐賀県
志望チーム：HKT48（チームKⅣ）
目標メンバー：山本彩、指原莉乃

南 羽諒 ミナミ ハアサ
生年月日：2001年4月2日（16歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームBⅡ）
目標メンバー：太田夢莉、白間美瑠

原澤 音妃 ハラサワ オトヒ
生年月日：2001年10月12日（16歳）
出身地：東京都
志望チーム：AKB48（チーム４）
目標メンバー：倉野尾成美

三村 妃乃 ミムラ ヒノ
生年月日：2002年6月15日（15歳）
出身地：埼玉県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：荻野由佳

平田 詩奈 ヒラタ シイナ
生年月日：1999年8月22日（18歳）
出身地：愛知県
志望チーム：SKE48（チームE）
目標メンバー：渡辺麻友

村山 ほのか ムラヤマ ホノカ
生年月日：2004年5月18日（13歳）
出身地：東京都
志望チーム：HKT48（チームH）
目標メンバー：小栗有以

福元 結 フクモト ユイ
生年月日：2002年2月14日（15歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームN）
目標メンバー：山本彩

藤崎 未夢 フジサキ ミユ
生年月日：2000年11月17日（17歳）
出身地：新潟県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：小嶋真子

矢作 萌夏 ヤハギ モエカ
生年月日：2002年7月5日（15歳）
出身地：埼玉県
志望チーム：AKB48（チームB）
目標メンバー：渡辺美優紀

古川 夏凪 フルカワ ナヅナ
生年月日：2003年8月21日（14歳）
出身地：北海道
志望チーム：AKB48（チーム４）
目標メンバー：山本彩

山崎 亜美瑠 ヤマサキ アミル
生年月日：2001年7月21日（16歳）
出身地：兵庫県
志望チーム：NMB48（チームM）
目標メンバー：白間美瑠

本田 そら ホンダ ソラ
生年月日：1999年2月26日（18歳）
出身地：東京都
志望チーム：AKB48（チームA）
目標メンバー：渡辺麻友

山本 望叶 ヤマモト ミカナ
生年月日：2002年3月11日（15歳）
出身地：山口県
志望チーム：NMB48（チームBⅡ）
目標メンバー：太田夢莉

前田 令子 マエダ レイコ
生年月日：2000年9月26日（17歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームN）
目標メンバー：三田麻央

由良 朱合 ユラ アカリ
生年月日：1999年3月12日（18歳）
出身地：広島県
志望チーム：STU48
目標メンバー：島崎遥香

真下 華穂 マシモ カホ
生年月日：1999年11月8日（18歳）
出身地：静岡県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：指原莉乃

吉川 ひかり ヨシカワ ヒカリ
生年月日：2004年11月12日（13歳）
出身地：愛知県
志望チーム：SKE48（チームS）
目標メンバー：小畑優奈

松田 祐実 マツダ ユミ
生年月日：2002年5月13日（15歳）
出身地：福井県
志望チーム：HKT48（チームTⅡ）
目標メンバー：指原莉乃、宮脇咲良

吉橋 柚花 ヨシハシ ユズカ
生年月日：1999年12月29日（18歳）
出身地：千葉県
志望チーム：AKB48（チーム４）
目標メンバー：柏木由紀

溝口 亜以子 ミゾグチ アイコ
生年月日：2001年8月20日（16歳）
出身地：岡山県
志望チーム：STU48
目標メンバー：矢吹奈子

渡部 愛加里 ワタナベ アカリ
生年月日：2004年10月18日（13歳）
出身地：神奈川県
志望チーム：AKB48（チームA）
目標メンバー：横山由依

候補者、志望チームは2018年1月19日時点でのものです。 ©AKS

齋藤 陽菜 サイトウ ハルナ
生年月日：2004年5月24日（13歳）
出身地：栃木県
志望チーム：AKB48（チームB）
目標メンバー：指原莉乃、渡辺麻友

曽我部 優芽 ソガベ ユメ
生年月日：2002年3月16日（15歳）
出身地：長野県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）、AKB48（チーム４）
目標メンバー：渡辺麻友、本間日陽

坂本 夏海 サカモト ナミ
生年月日：1999年7月21日（18歳）
出身地：東京都
志望チーム：NMB48（チームBⅡ）、AKB48（チーム４）
目標メンバー：吉田朱里

高橋 七実 タカハシ ナナミ
生年月日：2001年7月7日（16歳）
出身地：宮城県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：川栄李奈、山本彩

佐藤 亜海 サトウ アミ
生年月日：2000年3月15日（17歳）
出身地：兵庫県
志望チーム：NMB48（チームM）
目標メンバー：吉田朱里

多田 京加 タダ キョウカ
生年月日：1999年8月19日（18歳）
出身地：福井県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：山本彩

佐藤 海里 サトウ カイリ
生年月日：2000年8月5日（17歳）
出身地：新潟県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：小熊倫実

對馬 優菜子 ツシマ ユナコ
生年月日：2001年8月20日（16歳）
出身地：青森県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）
目標メンバー：渡辺麻友

佐藤 詩識 サトウ シオリ
生年月日：2001年7月22日（16歳）
出身地：北海道
志望チーム：AKB48（チームA）
目標メンバー：山本彩

中坂 美祐 ナカサカ ミユ
生年月日：2005年6月11日（12歳）
出身地：愛知県
志望チーム：SKE48（チームS）
目標メンバー：大矢真那

澤巳 咲来 サワミ サクラ
生年月日：1999年4月30日（18歳）
出身地：埼玉県
志望チーム：AKB48（チームA）
目標メンバー：渡辺麻友、向井地美音

中里 千波 ナカザト チナミ
生年月日：2000年6月20日（17歳）
出身地：群馬県
志望チーム：HKT48（チームKⅣ）
目標メンバー：宮脇咲良

塩月 希依音 シオツキ ケイト
生年月日：2005年12月15日（12歳）
出身地：大阪府
志望チーム：NMB48（チームBⅡ）
目標メンバー：白間美瑠、村瀬紗英

中野 愛理 ナカノ アイリ
生年月日：2001年3月24日（16歳）
出身地：愛知県
志望チーム：SKE48（チームKⅡ）
目標メンバー：松井玲奈、松井珠理奈

信濃 宙花 シナノ ソラハ
生年月日：2003年8月9日（14歳）
出身地：兵庫県
志望チーム：どこでも
目標メンバー：指原莉乃

中野 美来 ナカノ ミライ
生年月日：2002年12月10日（15歳）
出身地：奈良県
志望チーム：NMB48（チームM）
目標メンバー：白間美瑠

末永 祐月 スエナガ ユヅキ
生年月日：2005年11月3日（12歳）
出身地：東京都
志望チーム：AKB48（チームK）
目標メンバー：峯岸みなみ

永野 恵 ナガノ メグミ
生年月日：2004年3月22日（13歳）
出身地：神奈川県
志望チーム：AKB48（チームK）、AKB48（チームA）
目標メンバー：向井地美音

杉浦 琴音 スギウラ コトネ
生年月日：2000年12月18日（17歳）
出身地：愛知県
志望チーム：NMB48（チームM）
目標メンバー：渋谷凪咲

辞 退

辞 退

鈴木 彩加 スズキ アヤカ
生年月日：2001年2月16日（16歳）
出身地：静岡県
志望チーム：HKT48（チームKⅣ）
目標メンバー：宮脇咲良

中村 舞 ナカムラ マイ
生年月日：1999年4月4日（18歳）
出身地：愛媛県
志望チーム：NGT48（チームNⅢ）、STU48
目標メンバー：荻野由佳

石 安伊 セキ アイ
生年月日：2000年12月31日（17歳）
出身地：福岡県
志望チーム：HKT48（チームTⅡ）
目標メンバー：渡辺麻友、荻野由佳

西 満里奈 ニシ マリナ
生年月日：2000年1月16日（18歳）
出身地：神奈川県
志望チーム：SKE48（チームE）
目標メンバー：松村香織、山田樹奈

辞 退

辞 退
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第3回AKB48グループドラフト会議とは...?
第3回AKB48グループドラフト会議の視聴・候補者投票は「SHOWROOM」で行われます。スマホ・タブレットのご利用の方は
あらかじめ「SHOWROOM」のアプリをダウンロード、インストールしてください。
第1回、第2回と大きく異なる点は、メンバーではなく、各チームを代表するファンの皆さまによる選出となる事です。自分の推し
チームに分かれて各チームを代表するファンの皆さまで投票して頂き、ドラフト候補者の中から自分の応援するチームに必要な
人材を指名し、新たなメンバーを決定するイベントとなります。

パソコン、スマートフォン、タブレットで視聴が可能です。スマホ、タブレットはアプリをダウンロードしてください。フィーチャーフォンでは視聴ができません。
対象環境に関しましてはSHOWROOMサイトをご確認ください。ドラフト会議の投票に参加するにはSHOWROOMへのログインが必要になります。

ドラフト対象チーム
AKB48グループ15チーム(チーム8、研究生除く）

ドラフト会議に参加するために
STEP① AKB48グループいずれかのグループのMobile会員登録※有料
STEP② AKB48グループID取得（AKB48グループサービス会員登録※無料）
 会員登録時「推しチーム」を選択してください。※推しチームはドラフト会議参加チームを選択してください
STEP③ 各Mobileの「AKB48グループID会員権利登録」から会員権利登録
 ※AKB48グループサービスのAKB48グループIDが必要となります

参加方法
上記のSTEP①～③完了後、AKB48グループサービスにご登録のメールアドレスに①SHOWROOM限定ルームURL（選
択いただいている推しチーム限定ルーム）②シリアルコード（限定ルーム入室用コード）完了後が届きます。

視聴方法
ドラフト会議の投票に参加するにはSHOWROOMへのログインが必要です。「SHOWROOM」に会員登録していない方は
新規会員登録が必要となります。Twitter、Facebookアカウントでもログインが可能です

サンプル：スマホ画面（パソコンにおいても流れは同じになります）

①登録のメールアドレスに送られた
「SHOWROOM」限定ルームURLから
ログインしてください。
②送付されてきた「シリアルコード」を入力。
一度シリアルコードを入力して入室しておけば、
それ以降シリアルコードの入力は不要になります。
③入室したら右上の　  をタップしてフォロー!
フォローしておくと、フォローリストに表示されるので、
本番当日わざわざメールを探す必要がなくなります▶▶▶

AKB48グループいずれかのMobile会員登録をしている方が投票に参加いただけます。
Mobile会員の方は以下の手続きがお済みかどうか今一度ご確認をお願いいたします
 CHECK①
 AKB48グループIDの取得。（AKB48グループサービスからご登録いただけます。）
 ご登録時、必ず「推しチーム」を選択してください。※推しチームは、ドラフト会議参加チームを選択してください。
 CHECK②
 各Mobileの「AKB48グループID会員権利登録」から会員権利登録。
 ※AKB48グループサービスのAKB48グループIDが必要となります。
お手続きがお済みの方には、AKB48グループサービスにご登録のメールアドレスに①SHOWROOM限定ルームURL（選択
いただいている推しチーム限定ルーム）②シリアルコード（限定ルーム入室用コード）が届きます。

右下に指名したい番号の
ボールが出たことを確認。
タップして投票します。

指名したい番号のボールを
タップしてください

※例※3番を指名する場合。

ボールが表示されます。
後半の番号のボールは

スクロールして探してください。

画面上に「現在投票中です」と
表示されたら投票が可能です。

画面右下の　 を長押し。

②投票が始まると「ギフトアイテム」が「番号入りのボール」に変わります。
指名したい「番号入りボール」をクリックしてください。後半の番号の

ボールはスクロールして探してください。

③１つのボールを10回以上クリックすると(＝10票投じると）
「ギフトが足りません」というアラートが出現します。「OK」を

クリックして表示を閉じてください。

④投票が終了すると、投票結果が表示されます。「番号入りボール」が
「ギフトアイテム」に戻ります。

詳しくはドラフト会議特設サイトをご確認ください
https://www.akb48.co.jp/audition17/

ギフトアイテム
※投票開始と同時に

投票用ボールに変わります

右下の「ギフト」ボタンを
クリック

投票結果が表示されます

指名したい番号の入った
ボールをクリック

①入室後、「ギフトアイテム」が表示されていない場合は、右下の「ギフト」
ボタンをクリックして「ギフトアイテム」を表示しておいてください。

候補者選択・投票方法
●候補者ごとに最大10票の投票が可能であり、複数候補者に最大10票ごとの投票が可能です。
●投票時間内に選択候補者をクリックして投票してください。時間内であれば複数人の選択が可能です。
●投票結果は％で表示されます。1番％が多い候補者が指名となります。
　尚、巡が変わるごとにボールの数はリセットされます。
●辞退候補者番号のボール、2巡目以降それまでに指名済みの候補者番号のボールが、
　仕様上、常に表示されてしまいますので誤って投票しないようにご注意ください。
●辞退、指名済みの番号が1位になった場合は、繰り上げ指名となります。

スマートフォン、タブレットでの投票方法

パソコンでの投票方法

ギフトアイテム

ボールを
長押し

「現在投票中です」
と表示されます

２巡目以降
選択希望者がいない場合
「73」番に投票してください

タップ
（タッチ）

２巡目以降
選択希望者がいない場合
「73」番に投票してください

２巡目以降
指名したい候補者がいない場合
「73」番に投票してください。


