
訪問者各位

2022 年 05 月 17 日

最萌人気電漫投票大会実行委員会

最萌人気電漫投票大会

出版社別ブロック予選出場お知らせその 1

前略 エムシーネット主催最萌人気電漫投票大会出版社別ブロック予選出場お知らせを発表致し

ます

今大会は「第 54 回 2022 年前期最萌人気電漫投票大会」です

前期最萌人気電漫投票大会は「MNR 第 54 回 2022 年前期人気アニメ投票リサーチ」と「アニメ最

萌トーナメント 2022」の連合開催となります

「人気アニメ投票リサーチ」と「最萌トーナメント」は今大会で最終回となり廃止となります

二次予選の出版社別ブロック予選出場は以下のとおりとなります

一番上のアニメタイトルチームがシード権です

登録アニメタイトルチームは人気アニメ投票リサーチ成績とアニメ雑誌等の実績から一次予選の

選考通過が中心となっております

前大会上位大会出場アニメタイトルチームと一部新アニメタイトルチームは一次予選免除です

ぜひとも資料等にお役立て下さい

草々

各出版社別ブロック予選アニメタイトルチームは以下の通りです

5411少年ジャンプ（ジ） 5412集英社（集）

（第1節）3日目A /（第3節）3日目4日目A （第1節）1日目B /（第2節）3日目4日目A

BORUTO -NARUTO N.GENE-（シード権） キングダム（シード権）

ジモトがジャパン（前6点[W7]） DRAGON BALL（7点）

呪術廻戦（後7点[T5]） デジモンアドベンチャー：（7点）

ハイキュー!!（後6点・プ4点[10点W5]） ワールドトリガー（7点[T2]）

5421講談社（講） 5425講小連合組（連）

（第1節）2日目B /（第3節）1日目2日目B （第1節）4日目B /（第4節）3日目4日目B

ミュークルドリーミー（シード権） ドラえもん（シード権）

トロピカル～ジュ プリキュア（9点） ポケットモンスター（9点）

炎炎ノ消防隊（8点） バクテン！（新）

ブルーピリオド（新） 美少年探偵団（新）

「小学館 A 組（小 A）」「小学館 B 組（小 B）」「他出版 A 組（他 A）」「他出版 B 組（他 B）」は

最萌人気電漫投票大会出版社別ブロック予選出場お知らせその 2 に掲載されています
【凡例】前「前半支部」後「後半支部」プ「一次予選プレーオフ」T「タイブレーク」

（「前半支部」「後半支部」は少年ジャンプと他出版 A 組と他出版 B 組に適用）
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出版社別ブロック予選出場お知らせその 2

前略 エムシーネット主催最萌人気電漫投票大会出版社別ブロック予選出場お知らせを発表致し

ます

今大会は「第 54 回 2022 年前期最萌人気電漫投票大会」です

前期最萌人気電漫投票大会は「MNR 第 54 回 2022 年前期人気アニメ投票リサーチ」と「アニメ最

萌トーナメント 2022」の連合開催となります

「人気アニメ投票リサーチ」と「最萌トーナメント」は今大会で最終回となり廃止となります

二次予選の出版社別ブロック予選出場は以下のとおりとなります

一番上のアニメタイトルチームがシード権です

登録アニメタイトルチームは人気アニメ投票リサーチ成績とアニメ雑誌等の実績から一次予選の

選考通過が中心となっております

前大会上位大会出場アニメタイトルチームと一部新アニメタイトルチームは一次予選免除です

ぜひとも資料等にお役立て下さい

草々

各出版社別ブロック予選アニメタイトルチームは以下の通りです

5431小学館A組（小A） 5432小学館B組（小B）

（第1節）1日目A /（第2節）1日目2日目A （第1節）4日目A /（第4節）1日目2日目B

デュエルマスターズ（シード権） ワッチャプリマジ！（シード権）

名探偵コナン（7点） 映像研には手を出すな！（7点[W8]）

イナズマイレブン（4点[W5]） 舞子さんちのまかないさん（新）

まじっく快斗1412（5点[T1]） からかい上手の高木さん（新）

5441他出版A組（他A） 5442他出版B組（他B）

（第1節）2日目A /（第3節）1日目2日目A （第1節）3日目B /（第3節）3日目4日目B

かいけつゾロリ（シード権） 銀河英雄伝説（シード権）

それいけ！アンパンマン（前10点） SK∞ -エスケーエイト-（前7点[T5]）

ジャヒー様はくじけない（後新7点） リーマンズクラブ（後新7点[T3]）

平穏世代の韋駄天達（後新4点・プ6点[10点T1]） ルパン三世（前6点・プ5点[11点]）

「少年ジャンプ（ジ）」「集英社（集）」「講談社（講）」「講小連合組（連）」は

最萌人気電漫投票大会出版社別ブロック予選出場お知らせその 1 に掲載されています
【凡例】前「前半支部」後「後半支部」プ「一次予選プレーオフ」T「タイブレーク」

（「前半支部」「後半支部」は少年ジャンプと他出版 A 組と他出版 B 組に適用）
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最萌人気電漫投票大会

出版社別予選ブロックのお知らせ

最萌人気電漫投票大会出版社別予選ブロックにつきまして、第 1 回から第 9 回までの歴代優勝

および第 12 回から第 34 回までの成績を基に、各ブロック代表枠組編成を決定致しました。

出版社別予選ブロックは以下のとおりとなります

【各ブロック代表枠組編成「通常」】
ブロック代表枠組名 条件に該当する対象アニメタイトルチーム

少年ジャンプ（ジ） 「少年ジャンプ」アニメタイトルチーム編成

集英社（集） 「少年ジャンプ」を含む集英社全般に編成

講談社（講） 「少年マガジン」および「なかよし」を中心に編成

講小連合組（連） 講談社と小学館の青年および底辺層を中心に編成

小学館A組（小A） 「少年サンデー」および「コロコロコミック」を中心に編成

小学館B組（小B） 「少女・女性」および「深夜」を中心に編成

他出版A組（他A） 「角川書店」「スクエニ」「白泉社」「秋田書店」を中心に編成

他出版B組（他B） 「上記4社以外の出版社」と「メーカー制作」を中心に編成

以上8ブロック代表枠組制（講小連合組色：黄系）※少年ジャンプ（第44回よりA組とB組を完全統合）

※「スクエニ」はスクウェア・エニックスの略名※その他出版社C組は第44回より他出版B組に編入統合

【各ブロック代表枠組編成「記念」】※定特大会変更予定
ブロック代表枠組名 条件に該当する対象アニメタイトルチーム

少年ジャンプ（ジ） 「少年ジャンプ」アニメタイトルチーム編成

集英社（集） 「少年ジャンプ」を含む集英社全般に編成

講談社（講） 「少年マガジン」および「なかよし」を中心に編成

講小連合組（連） 講談社と小学館の青年および底辺層を中心に編成

小学館A組（小A） 「少年サンデー」および「コロコロコミック」を中心に編成

小学館B組（小B） 「少女・女性」および「深夜」を中心に編成

他出版A組（他A） 「角川書店」「スクエニ」「白泉社」「秋田書店」を中心に編成

他出版B組（他B） 「上記4社以外の出版社」と「メーカー制作」を中心に編成

深夜選抜組（深） ファームアニメ大会選抜アニメタイトルチームによる編成

記念出場組（記） 今大会の臨機応変アニメタイトルチームによる編成

以上10ブロック代表枠組制（講小連合組色：黄系）※少年ジャンプ（第44回よりA組とB組を完全統合）

※深夜選抜組はオープン参加（深夜選抜組色：紫系）※記念出場組は通常大会選抜（記念出場組色：灰系）

※「スクエニ」はスクウェア・エニックスの略名※その他出版社C組は第44回より他出版B組に編入統合

アニメタイトルチームによる各ブロック代表枠組編成の配置は

MNR 干支十二支記念人気アニメ投票リサーチ

兼第 35 回 2012 年後期人気アニメ投票リサーチを基に決定致しました

第 36 回から第 40 回まで実施した大会を基準に策定した結果

少年ジャンプとその他出版社は再編統合として新ブロックを設置しました

通常大会に設置しました「深夜選抜組」は記念大会のみ実施させていただきます

記念大会の新ブロックは「記念出場組」として実施させていただきます

第 44 回以降より各ブロック代表枠組編成を施行致します

以 上
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最萌人気電漫投票大会

トーナメント運営のお知らせ

最萌人気電漫投票大会トーナメント運営方法につきまして、各出版社別予選の「ブロック予選」

と「ブロック決勝」、上位大会 1 回戦 2 回戦の「A ブロック」と「B ブロック」、準決勝および決勝の部

門に仕分けされます。使用ソフトは以下のとおりとなります

各出版社別予選（前期「4 月から 6 月期」後期「10 月から 12 月期」）

種別 ブロック予選 ブロック決勝

使用ソフト ウェブアンケート ワンタクアンケート

期間 1日間（1クオーター制） 2日間（2クオーター制）

コールド制 なし なし

上位と下位の差 なし なし

上位大会 1 回戦 2 回戦（前期「7 月期」後期「1 月期」）
種別 上位大会1回戦 上位大会2回戦

使用ソフト ワンタクアンケート

期間 4日間（4クオーター制）

コールド制 第2クオーター/第3クオーター

上位と下位の差 10点以上/5点以上

※1回戦はAブロックとBブロックに分けて実施します（1回戦色：青緑系）

8アニメタイトルチーム

統合により2回戦実施なし

上位大会準決勝および決勝（前期「8 月から 9 月期」後期「2 月から 3 月期」）
種別 上位大会準決勝 上位大会決勝

使用ソフト ワンタクアンケート ワンタクアンケート

期間 4日間（4クオーター制） 7日間（7クオーター制）

コールド制 なし なし

上位と下位の差 なし なし

※決勝の延長戦は3日間（3クオーター制）までとし「同点」の場合は判定とする

※決勝の延長戦の使用ソフトは「ウェブアンケート」とする

【運営方法】※上位大会からトーナメント戦の配置図として表示させていただきます

各出版社別予選「ブロック予選」は、4 アニメタイトルチームによる対抗戦とします

各出版社別予選「ブロック決勝」は、ブロック予選に勝利した上位 2 アニメタイトルチームによる

トーナメント戦で実施致します

予選大会から上位大会決勝まで 16 時から翌日正午まで開催に統一させていただきます

させていただきます（正午は「12 時または午後 0 時です」）

※予選大会から上位大会決勝まで正午から 16 時までの 4 時間は「投票無効」になります

【注意】※ここは重要ですので必ず呼びかけて下さい（金銭賭博行為は「犯罪」となります）

（1）アニメに興味のない訪問者および連続投票による投票参加は固くお断りさせていただきます

・不正行為と判断された場合「反則負け」とみなし「2 大会投票参加停止処分」となります

・アニメタイトルチームの不正行為は発覚時「失格」とし次回より参加資格を失う場合があります

（2）アニメタイトルチームに対して「不特定の金銭等賭博行為」は固く禁止させていただきます

・学生であれば「停学および退学処分」社会人であれば「懲戒解雇処分」となります

処分を受けても主催側は一切責任を負いませんのでご了承下さい


