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「ＦＩＦＡワールドカップで活躍を期待する」アスリートは、 

本田圭佑、香川真司、長友佑都、大久保嘉人。 

「リーダーシップがある」アスリートは、長谷部誠、澤穂希、アルベルト・ザッケローニ。 

～アスリートイメージ評価調査 ２０１４年５月調査より～ 
 

株式会社博報堂ＤＹスポーツマーケティング（本社：東京都港区 社長：豊田真嗣）は、２０１４年５月１４日から２１日にかけ

て、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ（本社：東京都港区 社長：大森壽郎）、データスタジアム株式会社（本社：東京

都世田谷区 社長：加藤善彦）と共同で、アスリートの総合的なイメージを測定する「アスリートイメージ評価調査」 ５月を行い

ました。 

 

注目の調査結果 

“ＦＩＦＡワールドカップで活躍を期待する”日本人アスリートは、１位 本田圭佑（敬称略、以下同） ２位 香川真司 ３位 長友

佑都 ４位 大久保嘉人 ５位 岡崎慎司となり、久しぶりに代表となった大久保嘉人への期待の高さが感じられます。 “ＦＩＦ

Ａワールドカップに関する情報の入手経路”は「テレビ」からが８６．４％と最も高く、また試合を視聴するタイミングは「テレビの生中

継（リアルタイム）」が最も高い７４．３％でした。“ＦＩＦＡワールドカップでの日本代表の成績予想”では、「決勝トーナメント進出

（ベスト１６）」 以上の成績と予想する人が６４％となっています。 

また、「リーダーシップがある」アスリートには、１位 長谷部誠（サッカー）、２位 澤穂希（サッカー）、３位 アルベルト・ザッケローニ

（サッカー）、４位 小久保裕紀（野球）、嶋基宏（野球）がランクイン。チームをまとめ、戦力を高める責任感のあるアスリートが上

位に上がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

博報堂ＤＹスポーツマーケティング 経営計画・管理部  酒井  ０３-６４４１-７９９０ 

 

２０１４年６月３日 

株式会社博報堂ＤＹスポーツマーケティング 

 

「ＦＩＦＡワールドカップで

活躍を期待する」 

日本人アスリート 

 

１位  本田 圭佑 

２位  香川 真司 

３位  長友 佑都 

４位  大久保 嘉人 

５位  岡崎 慎司 

「ＦＩＦＡワールドカップの 

情報経路」 

１位  テレビ 

２位  新聞 

３位  Ｗｅｂサイト 

 

 

「リーダーシップがある」 

アスリート 

 

１位 長谷部 誠 

２位 澤 穂希 

３位 アルベルト・ザッケローニ 

４位 小久保 裕紀 

４位 嶋 基宏  

 

「ＦＩＦＡワールドカップの

予想視聴形態」 

１位 テレビの生中継 

２位 テレビのダイジェスト 

３位 テレビの録画中継 
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アスリートイメージ評価調査の解説 

 

[イメージ総合ランキング] 

 

イメージ総合ランキング上位は、１位 浅田真央（フィギュアスケート）、２位 イチロー（野球）、３位 羽生結弦（フィギュアス

ケート）、４位 田中将大（野球）、５位 葛西紀明（スキー＜ジャンプ＞）となっており、ソチオリンピックでの活躍により大きくイ 

メージアップしたアスリートや長期間にわたって好成績を残しているアスリートが上位にランクイン。 

 

[イメージ別ランキング] 

  

「好感がもてる」アスリートは、１位 石川佳純（卓球）、２位 錦織圭（テニス）、３位 髙梨沙羅（スキー＜ジャンプ＞）、４位 

イチロー（野球）、５位 岡崎慎司（サッカー）となっており、活躍が著しい若手アスリートが上位にランクイン。 

 

「知性的な」アスリートは、１位 イチロー（野球）、２位 アルベルト・ザッケローニ（サッカー）、３位 長谷部誠（サッカー）、４位 

羽生結弦（フィギュアスケート）、５位 小笠原歩（カーリング）となっており、チームをまとめる力があるアスリートが上位にランクイ

ン。 

 

「かっこいい」アスリートは、１位 ダルビッシュ有（野球）、２位 イチロー（野球）、３位 本田圭佑（サッカー）、４位 内田篤人 

（サッカー）、５位 クリスティアーノ・ロナウド（サッカー）となっており、華やかなアスリートがランクイン。 

  

「パワフルな」アスリートは、１位 白鵬（大相撲）、２位 吉田沙保里（レスリング）、３位 遠藤（大相撲）、４位 田中将大（野

球）、５位 鶴竜（大相撲）となっており、実力はもちろんのこと、存在感があるアスリートが上位にランクイン。 

  

「リーダーシップがある」アスリートは、１位 長谷部誠（サッカー）、２位 澤穂希（サッカー）、３位 アルベルト・ザッケローニ（サッ 

カー）、４位 小久保裕紀（野球）、嶋基宏（野球）となっており、チームを牽引して結果を残したアスリートなどがランクイン。 

  

「勢いを感じる」アスリートは、１位 勝みなみ（ゴルフ）、２位 羽生結弦（フィギュアスケート）、３位 田中将大（野球）、４位 

錦織圭(テニス)、５位 遠藤（大相撲）となっており、今後の飛躍的な活躍が期待される若手アスリートがランクイン。 

 

 「生き方や発言に共感できる」アスリートは、１位 イチロー（野球）、２位 葛西紀明（スキー＜ジャンプ＞）、３位 クルム伊達

公子（テニス）、４位 澤穂希（サッカー）、５位 長谷部誠（サッカー）となっており、国内外の長年トップクラスで活躍をしているア

スリートが上位にランクイン。 
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アスリートイメージ評価 ランキング 

 

１) “ＦＩＦＡワールドカップで活躍を期待する”アスリートには、「本田圭佑」「香川真司」「長友佑都」 

１ 位： 本田 圭佑 

２ 位： 香川 真司 

３ 位： 長友 佑都 

４ 位： 大久保 嘉人 

５ 位： 岡崎 慎司 

  

２）イメージ総合ランキング上位は、「浅田真央」「イチロー」「羽生結弦」 

１ 位： 浅田 真央（フィギュアスケート） 

２ 位： イチロー（野球） 

３ 位： 羽生 結弦（フィギュアスケート） 

４ 位： 田中 将大（野球） 

５ 位： 葛西 紀明（スキー＜ジャンプ＞） 

６ 位： 錦織 圭（テニス） 

７ 位： 澤 穂希（サッカー） 

８ 位： 本田 圭佑（サッカー） 

９ 位： 吉田 沙保里（レスリング） 

１０ 位： 髙梨 沙羅（スキー＜ジャンプ＞） 

 

３）“好感がもてる”アスリートには、「石川佳純」「錦織圭」「髙梨沙羅」 

１ 位： 石川 佳純（卓球） 

２ 位： 錦織 圭（テニス） 

３ 位： 髙梨 沙羅（スキー＜ジャンプ＞） 

４ 位： イチロー（野球） 

５ 位： 岡崎 慎司（サッカー） 

  

４）“知性的な”アスリートには、「イチロー」「アルベルト・ザッケローニ」「長谷部誠」 

１ 位： イチロー（野球） 

２ 位： アルベルト・ザッケローニ（サッカー） 

３ 位： 長谷部 誠（サッカー） 

４ 位： 羽生 結弦（フィギュアスケート） 

５ 位： 小笠原 歩（カーリング） 

 

５）“かっこいい”アスリートには、「ダルビッシュ有」「イチロー」「本田圭佑」 

１ 位： ダルビッシュ 有（野球） 

２ 位： イチロー（野球） 

３ 位： 本田 圭佑（サッカー） 

４ 位： 内田 篤人（サッカー） 

５ 位： クリスティアーノ・ロナウド（サッカー） 
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６）“パワフルな”アスリートには、「白鵬」「吉田沙保里」「遠藤」 

１ 位： 白鵬（大相撲） 

２ 位： 吉田 沙保里（レスリング） 

３ 位： 遠藤（大相撲） 

４ 位： 田中 将大（野球） 

５ 位： 鶴竜（大相撲） 

  

７）“リーダーシップがある”アスリートには、「長谷部誠」「澤穂希」「アルベルト・ザッケローニ」 

１ 位： 長谷部 誠（サッカー） 

２ 位： 澤 穂希（サッカー） 

３ 位： アルベルト・ザッケローニ（サッカー） 

４ 位： 小久保 裕紀（野球） 

４ 位： 嶋 基宏（野球） 

 

８）“勢いを感じる”アスリートには、「勝みなみ」「羽生結弦」「田中将大」 

１ 位： 勝 みなみ（ゴルフ） 

２ 位： 羽生 結弦（フィギュアスケート） 

３ 位： 田中 将大（野球） 

４ 位： 錦織 圭（テニス） 

５ 位： 遠藤（大相撲） 

 

９）“生き方や発言に共感できる”アスリートには、「イチロー」「葛西紀明」「クルム伊達公子」 

１ 位： イチロー（野球） 

２ 位： 葛西 紀明（スキー＜ジャンプ＞） 

３ 位： クルム 伊達公子（テニス） 

４ 位： 澤 穂希（サッカー） 

５ 位： 長谷部 誠（サッカー） 

 

 

調査設計 

  

・調査方法： Web 調査 

・調査地区： 首都圏＋京阪神圏 

（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県） 

・調査対象者： 対象エリアに在住の１５～６９歳の男女 

・有効回収サンプル数： ６００サンプル 

・調査期間： ２０１４年５月１４日～２１日 

 

この調査はＣＭキャスティングの際に使用する基礎データとしての活用を主な目的とし、対象アスリートの認知、好意度のほか、

博報堂ＤＹメディアパートナーズグループが独自に構築した２９項目のイメージ評価によるオリジナル調査です。 

博報堂ＤＹメディアパートナーズグループでは、今後も定期的に「アスリートイメージ評価調査」を実施し、アスリートのイメージ評

価の分析を行ってまいります。 

 


