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令和４年１月１４日 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

スポーツ振興事業部 

 
現代人の集中力“１２秒”縛りのネタで競い合う！新時代のお笑いグランプリ 

「１２秒グランプリ」優勝はＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬ 

「錦鯉、バイキング、ザコシショウと賞レース優勝してきて、僕らでＳＭＡが４冠です！」 

新時代の「ショートネタ王」決定！ 

塚地「こんなに審査員に喋らせるグランプリない」 
 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、１月１３日（木）夜１０時より、お笑い番組「１２秒グラ

ンプリＰｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＭＥＧＡ ＢＩＧ」を、新しい未来のテレビ「ＡＢＥＭＡ」にて放送いたしましたので、そ

の内容をご紹介いたします。本番組は１月２２日（土）夜１１時５９分まで見逃し配信でご覧いただけます。 

「１２秒グランプリ」は、総勢３２組の芸人が“１２秒縛り”のネタで競い合う、新年初！？のお笑いグランプ

リです。現代人の集中力持続時間とされる“１２秒”－。その１２秒の中で、最も笑いがとれた芸人を、現代

人に最も適している「新時代のショートネタ王」として表彰しました。永野、ゆってぃのようなベテラン芸人や、

人気上昇中のゆめちゃん、怪奇！ＹｅｓどんぐりＲＰＧ、だーりんずなど３２組の芸人の中から見事優勝を果

たしたのは、コンビ歴７年目のＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬでした。ツッコミの前すすむさんは「初タイトル獲りました！

（所属する）ＳＭＡは錦鯉、バイキング、ザコシショウと賞レース優勝してきて、僕らで４冠です！」と喜びのコ

メントを語りました。 

本番組の司会を務めたのは、「キングオブコント２００９」チャンピオンでもあるお笑いトリオ・東京０３の角

田晃広さん。そして審査員にはスピードワゴンの小沢一敬さん、ドランクドラゴンの塚地武雅さん、ＴｉｋＴｏｋ

クリエイターのゆーりさんをお迎えし、番組を盛り上げていただきました。優勝したＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬには、

“１２秒”のネタ時間と、ＭＥＧＡ ＢＩＧの最高当せん額“１２億円”にちなみ、１２０万円が贈呈されました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＡＢＥＭＡ「１２秒グランプリ」視聴ＵＲＬ＞ 

https://abema.tv/channels/special-plus/slots/E2bUf614kY7uPu 

※２０２２年１月２２日（土）夜１１時５９分まで視聴可能。 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

https://abema.tv/channels/special-plus/slots/E2bUf614kY7uPu
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■番組レポート 

―司会は東京０３の角田晃広さん、審査員にはスピードワゴンの小沢一敬さん、ドランクドラゴンの塚地武

雅さん、ＴｉｋＴｏｋクリエイターのゆーりさん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１２秒グランプリ」では、総勢３２組のお笑い芸人が、８組ずつの４グループに分かれて１２秒のネタを披

露し、各グループ２組が予選を勝ち上がり決勝に進出。そして、最短で、最高の「新時代のショートネタ王」

を決定します。優勝者には１２０万円が贈呈されます。 

審査員として、スピードワゴンの小沢一敬さん、ドランクドラゴンの塚地武雅さん、ＴｉｋＴｏｋフォロワー６９０万

人のショート動画界のカリスマ・ＴｉｋＴｏｋクリエイターのゆーりさんが登場しました。オープニングトークで小

沢さんは「心配なのは、審査員コメントのほうが長くなってしまいそうなこと」と、１２秒グランプリの難易度の

高さを案じていました。 

 

―予選白熱！決勝の舞台への切符は誰の手に！？ＴｉｋＴｏｋクリエイターも手を叩いて爆笑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして早速予選がスタート。予選の審査方法としては、３名の審査員がそれぞれ良かったと思う芸人２組

に札を挙げ、札が挙がった数が多い芸人が決勝進出する方式です。 

 

各組、１２秒に全てを懸けてネタを披露していきます。Ａグループでは、芸歴２７年目の永野が「天狗と喧

嘩する人」というタイトルで審査員全員の心を掴み、さらに１２秒ぴったりにネタを収め決勝進出。小沢さん

からは「一番無茶苦茶やるかなと思っていた永野さんが一番ちゃんとしていた」と高評価を得ていました。

そしてもう一組は、タッカーノ。「うんこ踏んじゃった」という“お下品テーマ”ながらも、ラストの意外なオチで、

決勝へとコマを進めます。これには、塚地さんも「すべての設定がこの『１２秒グランプリ用』になっている」と

べた褒め。 

 

続いて B グループでは、キングオブコント決勝進出経験もある、だーりんずが「ひったくり」というタイトルで、

彼らならではの“必殺ネタ”を披露し審査員から高評価。そして、“一言のツッコミ”にかけた若手人気コンビ

のストレッチーズと、TV 番組『タモリ倶楽部』の人気コーナー「空耳アワー」の“あるあるネタ”で、小沢さんか
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ら「時間の使い方完璧じゃないですか」と絶賛されたパニーニの、計３組がそれぞれ２票ずつ獲得し、次の

ステージへと進出しました。 

 

そして C グループ。トップバッターのお笑いトリオ・トンツカタンは、とあるカップルの彼女の衝撃的なカミン

グアウトを、近くにいた青年が聞いてしまうという内容で支持を集めます。ゆーりさんも「ＴｉｋＴｏｋでバズると

思います」と、太鼓判を押していました。続いて人気上昇中の愛される孤高のピン芸人、岡野陽一が、買い

物ではいまやおなじみのやり取りになった「レジ袋はいりますか？」というテーマを取り上げます。ゆーりさ

んは、手を叩いて笑うほど大爆笑し「メッチャ好きです」とお気に入りの様子でした。 

 

最後の D グループでは、実力派コントコンビのザ・ギースが、１２秒をゆうに超えてしまうというまさかの展

開。「本当はもっと早めに音声が来るはずだった」と、スタッフのミスだったことを語るも、ＭＣの角田さんから

は「今見たままが全てになります」と非情宣告。ですが結果、決勝進出できたことにツッコミの高佐さんは「こ

んなのセオリーにない！」と戸惑いを見せました。もう一組は、コンビ歴７年目という短さにも関わらず、とも

に４５歳というＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬが、“ラスト一秒”のどんでん返しで決勝進出を決めます。小沢さんも「『１２

秒グランプリ』ってこれなんだよな」と、そのわかりやすさを称えていました。 

 

【予選突破】 

Ａグループ 永野、タッカーノ 

Ｂグループ だーりんず、ストレッチーズ、パニーニ 

Ｃグループ トンツカタン、岡野陽一 

Ｄグループ ザ・ギース、ＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬ 

 

―優勝はＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬに決定！掴みの早さが決め手に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決勝では、予選から勝ち上がった芸人９組がそれぞれ１２秒ネタを披露しました。決勝で披露されたネタに

ついて、審査員の小沢さんは「型ができている。美しい」、ゆーりさんは「１２秒間すべておもしろい」とクオリ

ティに感心している様子でした。 

３０組以上見届けた塚地さんからは「M−１、キングオブコント、R−１、ＴＨＥ W、すべての可能性がある人

たちが参加したのはこの大会しかない。全部の集合体。なによりこんなに審査員に喋らせるグランプリはな

い」と総括。決勝の審査は３名の審査員が面白かったと思う芸人に１票ずつ入れる方式で、結果、見事優

勝を果たしたのはＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬでした。 

ＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬは、予選の“ラスト一秒オチ”とはガラリと変え、決勝では複数のボケを持ってくるスタイ

ルに変更。３票中２票が入り、優勝賞金の１２０万円が贈呈されました。ツッコミの前すすむさんは「初タイト

ル獲りました！（所属する）ＳＭＡは錦鯉、バイキング、ザコシショウと賞レース優勝してきて、僕らで４冠で

す！」と喜びを語りました。 
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勝利の決め手について審査員の小沢さんは「パニーニと悩んだんですけど、掴みの早さかな」と、M−１審

査員のようなコメントを発し、待機していた芸人からは多くのツッコミが。終始、沢山の笑いと共に番組が進

行していきました。 

 

―角田、１２億円があったら「１２秒グランプリを毎月開催」 

番組の合間には、司会の角田さんと、西澤アナウンサーがＭＥＧＡ ＢＩＧについてトークする一幕も。 

ＭＥＧＡ ＢＩＧのＣＭにも出演される角田さんは、そのＣＭについて「僕は織田信長になりました。しっかり

衣装も用意していただいたんですが、普通にメガネをかけているし、ヒゲもないし、あまり寄せる気はないみ

たいです（笑）。現代にタイムスリップするという設定で、（共演の）石田ゆり子さんの受け入れが早いのがポ

イント」と見どころを語ります。すると唐突に、西澤アナウンサーから「もしＭＥＧＡ ＢＩＧの１等１２億円が当

たったら何をしたいか１２秒でお答えください」と質問が。角田さんは「え〜！そのお金で『１２秒グランプリ』

を毎月開催！面白かったし、それだけあればずっとやれるでしょう！」と、番組に手応えを感じている様子で

した。 

 

 

■番組概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●見逃し配信：※２０２２年１月２２日（土）夜１１時５９分まで視聴可能。 

＜URL＞https://abema.tv/channels/special-plus/slots/E2bUf614kY7uPu 
●出演者  ： 

 ・司会    ：東京０３・角田晃広、ＡＢＥＭＡアナウンサー西澤由夏 

・審査員  ：スピードワゴン・小沢一敬、ドランクドラゴン・塚地武雅、ゆーり（ＴｉｋＴｏｋクリエイター） 

・出場芸人：全３２組 

永野、シティホテル３号室、怪奇！ＹｅｓどんぐりＲＰＧ、あぁ〜しらき、ＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬ、スーパーニュウ

ニュウ、ぐりんぴーす、アイドル鳥越、ゆってぃ、だーりんず、ゆめちゃん、タッカーノ、ストレッチーズ、きの

こちゃん、パニーニ、パラママ、トンツカタン、ロビンフット、ミクミクサイダー、じぐざぐ、あっぱれ婦人会、

ぬえ、ハナイチゴ、牧野ステテコ、ぶたマンモス、岡野陽一、お見送り芸人しんいち、ママタルト、ザ・ギー

ス、日本クレール、ねこじゃらし、スピーディーハンター（順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abema/
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■司会・審査員・優勝者プロフィール 

司会：東京０３・角田 晃広（かくた あきひろ） 

お笑いトリオ東京０３のボケ担当。プロダクション人力舎所属。キングオブ

コント２００９王者。１９７３年１２月１３日生まれの４８歳。 

 

 

 

 

 

司会：西澤 由夏（にしざわ ゆか） 

ＡＢＥＭＡアナウンサー。バラエティ・スポーツ・報道番組まで幅広い番組の進行を務める。

１９９３年８月１２日生まれの２８歳。 

 

 

 

 

審査員：スピードワゴン・小沢 一敬（おざわ かずひろ） 

お笑いコンビスピードワゴンのボケ担当。ホリプロコム所属。数々のお笑いグランプリの

審査員も務める。１９７３年１０月１０日生まれの４８歳。 

 

 

 

 

 

審査員：ドランクドラゴン・塚地 武雅（つかじ むが） 

お笑いコンビドランクドラゴンのボケ担当。プロダクション人力舎所属。お笑い番組だけ

でなく、俳優業でも活躍を見せている。１９７１年１１月２５日生まれの５０歳。 

 

 

 

 

審査員：ゆーり 

日本のＴｉｋＴｏｋクリエイター／ＹｏｕＴｕｂｅｒ。青山学院大学在学。 

ＴｉｋＴｏｋフォロワー６９０万人、ＹｏｕＴｕｂｅ登録者数は８万人を突破。 

２０００年９月６日生まれの２１歳。 

 

 

優勝者：ＴＯＫＹＯ ＣＯＯＬ（トウキョウクール） 

２０１５年コンビ結成。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。 

【写真左】カンカン 

ボケ担当。１９７６年７月１４日生まれの４５歳。 

【写真右】前すすむ（マエススム） 

ツッコミ担当。１９７６年２月２２日生まれの４５歳。 
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■スポーツくじ「ＭＥＧＡ ＢＩＧ」について 

≪ＭＥＧＡ ＢＩＧ  販売概要≫  
 

名称 ＭＥＧＡ ＢＩＧ（メガビッグ）  

指定試合数 １２試合 

一口単価 ３００円 

当せん金額の上限 
最高１２億円（キャリーオーバーあり）※ 

最高７億２０円（キャリーオーバーなし）※ 

投票方法 

指定されたサッカーの各試合の９０分間での両チーム合計得点数について、１点以下

＝「１」、２点＝「２」、３点＝「３」、４点以上＝「４」の４択でコンピューターが選択したもの

に投票する（予想不要）。  

繰越金の対応 当せん等級ごとに繰越（キャリーオーバー） 

当せん等級 
１等（全試合的中）、２等（１試合はずれ）、３等（２試合はずれ）、４等（３試合はずれ）、 

５等（４試合はずれ）、６等（５試合はずれ） 

 

販売スケジュールは特定指定試合の開催状況により変更となる場合があります。 
※当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。 

 

 

■ＡＢＥＭＡについて 

「ＡＢＥＭＡ」はテレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。登録は不要

で国内唯一の２４時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポー

ツなど、多彩なジャンルの約２０チャンネルを２４時間３６５日放送しています。 

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 Ｎｏ．１（※１）を誇り、総エピソード数は常時 約 

３０，０００ 本以上を配信。ほかにも、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナ

ップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間に囚われることなく

いつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや ＰＣ、タブレット、テレビデバイスで、場所に囚われる

ことなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 

さらに、「ＡＢＥＭＡ」のプレミアムプラン「ＡＢＥＭＡプレミアム」（月額９６０円）に登録すると、限定コンテンツや「動

画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」が利用できるようになるなど、「ＡＢＥＭＡ」の全ての作品、全ての機能

をお楽しみいただけます。 

（※１）２０２１年４月時点、AbemaTV 調べ 

 


