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応援したいJリーガーに投票！「Ｊマジ！推しＪリーガー選手権」 

41クラブ123名の選手が候補に。 

3部門で2021年 9月28日（火）より投票開始！ 

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘、以下リクルート）の観光に

関する調査・研究、地域振興機関『じゃらんリサーチセンター』（以下 JRC）は、J リーグスタジアムへの若

者誘客プロジェクト『Ｊマジ！（ジェイマジ）』を実施しています。『Ｊマジ！』では、応援したい、他の人に

も知ってもらいたいと推す J リーグ選手に投票する「Ｊマジ！推し J リーガー選手権」を 2021 年 9 月 28 日

（火）より開催することをお知らせいたします。『Ｊマジ！』サイト：https://majibu.jp/jmaji/pc/ 

 

 

1.「Ｊマジ！推し J リーガー選手権」概要 

「Ｊマジ！推し J リーガー選手権」はサッカーの魅力を伝え、より多くの方に J リーグに興味を持ってもら

うことを目的に実施します。本企画に参画する J1・J2・J3 の計 41 クラブから各部門 1 名ずつ選出された候

補選手から、”推し”な選手に投票していただきます。 

・投票部門：①期待のヤングスター！ニューヒーロー選手  

      ②愛嬌たっぷり！後輩・弟にしたい選手 

      ③心強い味方！頼りにしたい選手 

・投票期間：①2021 年 9 月 28 日（火）～2021 年 10 月 7 日（木） 

      ②2021 年 10 月 8 日（金）～2021 年 10 月 18 日（月） 

      ③2021 年 10 月 19 日（火）～2021 年 10 月 27 日（水） 

・投票方法：特設サイト（https://qsx.jp/lp/jmaji/oshi-jleaguer2021 ） 

      より投票ください。（『Ｊマジ！』エントリー有無、年齢などは不問） 

・候補選手：本リリース 3～5 ページ目をご参照ください。 

・結果発表：2021 年 11 月 18 日（木）予定  

・投票者特典：各ジャンルの候補選手の中で最終順位が上位 3 位に入った選手を選んだ方各 3 名、計 9 名に    

       抽選で、選手のサイン入りグッズをプレゼント予定 

・主催：『Ｊマジ！』 

 

 

2.『Ｊマジ！』について 

 『Ｊマジ！』とは、JRC が公益社団法人 日本プロサッカーリーグとともに実施している、J リーグスタジ

アムへの若者誘客プロジェクトです。 2019 年は、19・20 歳がのべ約 12,069 回、『Ｊマジ！』を通じ J1・

J2・J3 の 27 の参画クラブの約 225 試合を無料観戦しました。 

※2020 年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により、『Ｊマジ！』の活動自体を中止。 

  

 
 

 

 

本件に関する 

お問い合わせ先 
https://www.recruit.co.jp/support/form/ 

https://majibu.jp/jmaji/pc/
https://qsx.jp/lp/jmaji/oshi-jleaguer2021
https://www.recruit.co.jp/support/form/
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3.『マジ☆部』について 

JRC は、国内旅行需要を創出するための若者行動支援プロジェクト『マ

ジ☆部』を 2014 年に立ち上げました。『マジ☆部』は、さまざまな体験が

無料でできる若年行動支援プロジェクトです。20 歳前後の若者に、さまざ

まなレジャー観光、豊かな地域を体験してもらうことで、地域・観光産業

の将来需要を創ることを目的としています。『雪マジ！19』『ゴルマジ！』などを、「マジ☆部」アプリ

を通じ、会員に展開しています。スマートフォンアプリでのサービス提供で、2021 年 4 月時点で会員

数は累計 180 万人以上となっています。『マジ☆部』サイト：https://majibu.jp/  

 

 

※おでかけの際には、自治体のホームページなどで最新の情報をご確認ください。また、新型コロナウ

イルス感染症の拡大の防止に十分ご配慮いただくようお願いいたします。 

 

 

  

 リクルートグループについて 

1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人

一人のライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、メディア&ソリューション、

人材派遣の 3事業を軸に、4万 6,000人以上の従業員とともに、60を超える国・地域で事業を展開しています。2020年度の売

上収益は 2兆 2,693億円、海外売上比率は約 45％になります。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社会からの

期待に応え、一人一人が輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提供していきます。 

詳しくはこちらをご覧ください。  

リクルートグループ：https://recruit-holdings.co.jp/     リクルート：https://www.recruit.co.jp/ 

https://majibu.jp/
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① 期待のヤングスター！ニューヒーロー選手部門 投票は 2021 年 9 月 28 日（火）～2021 年 10 月 7 日（木） 

 

リーグ クラブ名 選手名

Ｊ１ 北海道コンサドーレ札幌 中島 大嘉

Ｊ１ ベガルタ仙台 照山 颯人

Ｊ１ 鹿島アントラーズ 荒木 遼太郎

Ｊ１ 浦和レッズ 鈴木 彩艶

Ｊ１ 柏レイソル 細谷 真大

Ｊ１ ＦＣ東京 バングーナガンデ 佳史扶

Ｊ１ 川崎フロンターレ 宮城 天

Ｊ１ 横浜Ｆ・マリノス 南 拓都

Ｊ１ 湘南ベルマーレ 谷 晃生

Ｊ１ 名古屋グランパス 成瀬 竣平

Ｊ１ ガンバ大阪 奥野 耕平

Ｊ１ セレッソ大阪 西川 潤

Ｊ１ サンフレッチェ広島 土肥 航大

Ｊ１ 徳島ヴォルティス 藤田 譲瑠チマ

Ｊ１ アビスパ福岡 北島 祐二

Ｊ２ ブラウブリッツ秋田 長谷川 凌

Ｊ２ モンテディオ山形 山田 康太

Ｊ２ 栃木ＳＣ 山本 廉

Ｊ２ ザスパクサツ群馬 吉永 昇偉

Ｊ２ 大宮アルディージャ 髙田 颯也 

Ｊ２ ジェフユナイテッド千葉 櫻川 ソロモン

Ｊ２ 東京ヴェルディ 山本 理仁

Ｊ２ ＳＣ相模原 藤原 優大

Ｊ２ ヴァンフォーレ甲府 宮崎 純真

Ｊ２ 松本山雅ＦＣ 山田 真夏斗

Ｊ２ アルビレックス新潟 小見 洋太

Ｊ２ ツエーゲン金沢 松田 陸

Ｊ２ ジュビロ磐田 鈴木 海音

Ｊ２ 京都サンガF.C. 川﨑 颯太

Ｊ２ レノファ山口ＦＣ 新保 海鈴

Ｊ２ 愛媛ＦＣ 川村 拓夢

Ｊ２ ギラヴァンツ北九州 生駒 仁

Ｊ２ ＦＣ琉球 猪瀬 康介

Ｊ３ ヴァンラーレ八戸 野瀬 龍世

Ｊ３ いわてグルージャ盛岡 タビナス・ポール・ビスマルク

Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ 山本 龍平

Ｊ３ 藤枝ＭＹＦＣ 佐古 真礼

Ｊ３ ガイナーレ鳥取 世瀬 啓人

Ｊ３ カマタマーレ讃岐 中村 駿太

Ｊ３ ロアッソ熊本 岩下 航

Ｊ３ テゲバジャーロ宮崎 神野 亮太
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② 愛嬌たっぷり！後輩・弟にしたい選手部門 投票は 2021 年 10 月 8 日（金）～2021 年 10 月 18 日（月） 

 

リーグ クラブ名 選手名

Ｊ１ 北海道コンサドーレ札幌 チャナティップ

Ｊ１ ベガルタ仙台 上原 力也

Ｊ１ 鹿島アントラーズ 上田 綺世

Ｊ１ 浦和レッズ 小泉 佳穂

Ｊ１ 柏レイソル 古賀 太陽

Ｊ１ ＦＣ東京 安部 柊斗

Ｊ１ 川崎フロンターレ 脇坂 泰斗

Ｊ１ 横浜Ｆ・マリノス 岩田 智輝

Ｊ１ 湘南ベルマーレ 舘 幸希

Ｊ１ 名古屋グランパス 相馬 勇紀

Ｊ１ ガンバ大阪 福田 湧矢

Ｊ１ セレッソ大阪 坂元 達裕

Ｊ１ サンフレッチェ広島 東 俊希

Ｊ１ 徳島ヴォルティス 渡井 理己

Ｊ１ アビスパ福岡  吉岡 雅和

Ｊ２ ブラウブリッツ秋田 下澤 悠太

Ｊ２ モンテディオ山形 中原 輝

Ｊ２ 栃木ＳＣ 森 俊貴

Ｊ２ ザスパクサツ群馬 久保田 和音

Ｊ２ 大宮アルディージャ 柴山 昌也

Ｊ２ ジェフユナイテッド千葉 チャン・ミンギュ

Ｊ２ 東京ヴェルディ 佐藤 凌我

Ｊ２ ＳＣ相模原 成岡 輝瑠

Ｊ２ ヴァンフォーレ甲府 須貝 英大

Ｊ２ 松本山雅ＦＣ 田中 パウロ淳一

Ｊ２ アルビレックス新潟 本間 至恩

Ｊ２ ツエーゲン金沢 大谷 駿斗

Ｊ２ ジュビロ磐田 今野 泰幸

Ｊ２ 京都サンガF.C. 荻原 拓也

Ｊ２ レノファ山口ＦＣ 田中 陸

Ｊ２ 愛媛ＦＣ 茂木 力也

Ｊ２ ギラヴァンツ北九州 針谷 岳晃

Ｊ２ ＦＣ琉球 ハモン

Ｊ３ ヴァンラーレ八戸 丹羽 一陽

Ｊ３ いわてグルージャ盛岡 加々美 登生

Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ 藤森 亮志

Ｊ３ 藤枝ＭＹＦＣ 河上 将平

Ｊ３ ガイナーレ鳥取 田口 裕也

Ｊ３ カマタマーレ讃岐 川﨑 一輝

Ｊ３ ロアッソ熊本 樋口 叶

Ｊ３ テゲバジャーロ宮崎 藤岡 浩介
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③ 心強い味方！頼りにしたい選手部門 投票は 2021 年 10 月 19 日（火）～2021 年 10 月 27 日（水） 

 

リーグ クラブ名 選手名

Ｊ１ 北海道コンサドーレ札幌 宮澤 裕樹

Ｊ１ ベガルタ仙台 ヤクブ・スウォビィク

Ｊ１ 鹿島アントラーズ 町田 浩樹

Ｊ１ 浦和レッズ 槙野 智章

Ｊ１ 柏レイソル 上島 拓巳

Ｊ１ ＦＣ東京 品田 愛斗

Ｊ１ 川崎フロンターレ 小林 悠

Ｊ１ 横浜Ｆ・マリノス チアゴ・マルチンス

Ｊ１ 湘南ベルマーレ 石原 広教

Ｊ１ 名古屋グランパス 丸山 祐市

Ｊ１ ガンバ大阪 昌子 源

Ｊ１ セレッソ大阪 清武 弘嗣

Ｊ１ サンフレッチェ広島 佐々木 翔

Ｊ１ 徳島ヴォルティス 長谷川 徹

Ｊ１ アビスパ福岡 城後 寿

Ｊ２ ブラウブリッツ秋田 加賀 健一

Ｊ２ モンテディオ山形 ビクトル

Ｊ２ 栃木ＳＣ 佐藤 祥

Ｊ２ ザスパクサツ群馬 松原 修平

Ｊ２ 大宮アルディージャ 河本 裕之

Ｊ２ ジェフユナイテッド千葉 鈴木 大輔

Ｊ２ 東京ヴェルディ 小池 純輝

Ｊ２ ＳＣ相模原 藤本 淳吾

Ｊ２ ヴァンフォーレ甲府 三平 和司

Ｊ２ 松本山雅ＦＣ 佐藤 和弘

Ｊ２ アルビレックス新潟 舞行龍 ジェームズ

Ｊ２ ツエーゲン金沢 廣井 友信

Ｊ２ ジュビロ磐田  大津 祐樹

Ｊ２ 京都サンガF.C. ヨルディ・バイス

Ｊ２ レノファ山口ＦＣ 渡部 博文

Ｊ２ 愛媛ＦＣ 前野 貴徳

Ｊ２ ギラヴァンツ北九州 福森 健太

Ｊ２ ＦＣ琉球 上里 一将

Ｊ３ ヴァンラーレ八戸 蔦 颯

Ｊ３ いわてグルージャ盛岡 脇本 晃成

Ｊ３ ＡＣ長野パルセイロ 森川 裕基

Ｊ３ 藤枝ＭＹＦＣ 那須川 将大

Ｊ３ ガイナーレ鳥取 清永 丈瑠

Ｊ３ カマタマーレ讃岐 竹内 彬

Ｊ３ ロアッソ熊本 河原 創

Ｊ３ テゲバジャーロ宮崎 代 健司


