
2016年12月2日

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（本社：東京都中央区 代表取締役社長：山口 文洋）が企画制作する結婚情報
誌『ゼクシィ』は、新婚の花嫁さんたちでつくる「花嫁1000人委員会」※を対象に、2016年に結婚・婚約をした有名人カップ
ルに関するアンケートを行いましたので、その結果をご報告いたします。
※『ゼクシィ』の誌面作りなどに協力している、結婚から2年以内の先輩花嫁で構成される委員会（ランキング中敬称略）

2016年、結婚・婚約が印象に残ったカップルランキング （複数回答/N＝149）

1位

2位

3位

DAIGO ＆ 北川景子

江宏傑 & 福原愛

片岡愛之助 & 藤原紀香

117票

40票

25票

【本件に関するお問い合わせ先】
http://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/

記者会見で話題を呼んだDAI語“KSK”。披露宴ではそれをタイトルにし
た楽曲を披露。ウエディングソングの新定番への予感も。

リオ五輪閉幕後、日本と台湾で記者会見を実施。婚約指輪は卓球がモチ
ーフに。“泣き虫愛ちゃん”の結婚に日本中から祝福の声が寄せられた。

結婚式の引出物に水素生成器が入っていたことが大きな話題に。藤原さ
んは2度目の結婚。

4位

5位

6位

賀来賢人 & 榮倉奈々

長谷部誠 & 佐藤ありさ

一般男性 & 松本薫

14票

13票

11票

大物アーティスト解散に始まり、リオ五輪での日本人選手の大活躍、ゲームアプリ『ポケモンGO』や映画『君の
名は。』の大ヒット等、話題が尽きなかった2016年。その中で幸せオーラが輝いていたカップルを振り返ります。
※調査期間／2016年11月15日～20日、
調査方法／2016年1月1日～11月14日までに結婚を発表した芸能人を対象とし、花嫁1000人委員会メンバー149名に対しインターネット調査を実施。

7位

9位

10位

妻夫木聡 & マイコ

涌井秀章 & 押切もえ

青木崇高 & 優香

ダルビッシュ有 & 山本聖子

10票

9票

7票

紆余曲折あったけれど
幸せを掴んだ
カップル

1位

2位

3位

4位

5位

片岡愛之助 & 藤原紀香

ダルビッシュ有
& 山本聖子

一般男性 & 加護亜依

青木崇高 & 優香

涌井秀章 & 押切もえ

スポーツ界という厳しい
環境の中、愛で支え合った

カップル

ズバリ！
2017年結婚しそうな

カップル

55票

19票

15票

10票

9票

1位

2位

3位

4位

5位

江宏傑 & 福原愛

一般男性 & 松本薫

石川遼 & 一般女性

長谷部誠 & 佐藤ありさ

ダルビッシュ有
& 山本聖子

100票

26票

15票

14票

６票

1位

2位

3位

4位

5位

長友佑都 & 平愛梨

りゅうちぇる & ぺこ

斎藤司(トレンディエンジェル)

& 一般女性

竹野内豊 & 倉科カナ

Fukase & 益若つばさ

83票

35票

20票

17票

13票

（複数回答/N＝149） （複数回答/N＝149）

番外篇

（複数回答/N＝149）

※フリーコメントは3Pページご参照

『ゼクシィ』が「今年、最も印象に残ったカップル」を発表

“KSK”を約8割の花嫁が支持、
2位に約3倍の差をつける圧巻の1位を獲得！
スポーツ部門では、全国民が祝福したあの国際カップルも

http://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/


2016年、結婚・婚約が印象に残ったカップルランキング

１ DAIGO＆北川景子 117票

２ 江宏傑＆福原愛 40票

３ 片岡愛之助＆藤原紀香 25票

４ 賀来賢人＆榮倉奈々 14票

５ 長谷部誠＆佐藤ありさ 13票

６ 一般男性＆松本薫 11票

７ 妻夫木聡＆マイコ 10票

涌井秀章＆押切もえ

９ 青木崇高＆優香 ９票

10 ダルビッシュ有＆山本聖子 ７票

11 早乙女友貴＆島袋寛子 ４票

12 一般男性＆相武紗季 3票

石川遼＆一般女性

一般男性＆千秋

藤島康介＆御伽ねこむ

菊池雄星＆深津瑠美

17 
２
３
４
５
６
７
８

小島よしお＆一般女性 2票

福田充徳＆一般女性

一般男性＆加護亜依

井上芳雄＆知念里奈

野村辰二＆やしろ優

小谷嘉一＆新垣里沙

狩野恵里＆山本尚貴

与沢翼＆相原麻美

25 唐橋充＆水野美紀 １票

歌広場淳＆一般女性

DAISHI＆時東ぁみ

TAKUYA∞＆一般女性

一般男性＆鈴木亜美

※その他、ランキング外（0票）として、
・渡部篤郎＆一般女性
・木村了＆奥菜恵
・吉田鋼太郎＆一般女性
・イジリー岡田＆一般女性
・哲夫（笑い飯）＆一般女性
・一般男性＆田中麗奈

紆余曲折あったけれど幸せを掴んだ
カップル

スポーツ界という厳しい環境の中、
愛で支え合ったカップル

ズバリ！2017年結婚しそうなカップル

１ 片岡愛之助＆藤原紀香 55票

２ ダルビッシュ有＆山本聖子 19票

３ 一般男性＆加護亜依 15票

４ 青木崇高＆優香 10票

５ 涌井秀章＆押切もえ 9票

６ 長谷部誠＆佐藤ありさ 8票

一般男性＆千秋

８ DAIGO＆北川景子 6票

江宏傑＆福原愛

10 石川遼＆一般女性 4票

11 渡部篤郎＆一般女性 3票

福田充徳＆一般女性

13 妻夫木聡＆マイコ 2票

早乙女友貴＆島袋寛子

藤島康介＆御伽ねこむ

野村辰二＆やしろ優

一般男性＆松本薫

※18位以降（1票）、またランキング外（0票）は除く。

・瀧上伸一郎（流れ星）＆小林礼奈
・本田泰人＆一般女性
・ペレ＆マルシア・アオキ

順不同

１ 江宏傑＆福原愛 100票

２ 一般男性＆松本薫 26票

３ 石川遼＆一般女性 15票

４ 長谷部誠＆佐藤ありさ 14票

５ ダルビッシュ有＆山本聖子 6票

６ 涌井秀章＆押切もえ 5票

※7位以降（1票）、またランキング外（0票）は除く。

１ 長友佑都＆平愛梨 83票

２ りゅうちぇる＆ぺこ 35票

３ 斎藤司＆一般女性 20票

４ 竹野内豊＆倉科カナ 17票

５ Fukase＆益若つばさ 13票

６ 濱口優＆南明奈 8票

7 渡部建＆佐々木希 6票

日村勇紀＆神田愛花

※以降、9位 前澤友作＆紗栄子（5票）、10位 陣内智則＆松村未央（4票）、
11位 一般男性＆華原朋美（3票）、12位 一般男性＆ダレノガレ明美、一般
男性＆春香クリスティーン（2票）。



[補足資料]
主なフリーコメント

2016年、結婚・婚約が印象に残ったカップルランキング

■小さい頃から見ていたので、泣き虫愛ちゃんも素敵な女性になったな～と時の流れを実感。とても感慨深い。
■オリンピックでの激戦の末、感動のメダル獲得もあり、会見での幸せそうな姿に涙が出ました。
■台湾でも日本でも大きなニュースになっているのが印象的。
■会見で見せた試合とは違う表情。「綺麗になったなぁ！」と、こちらまで嬉しくなった。

1位：DAIGO ＆ 北川景子

2位：江宏傑 & 福原愛

■結婚会見も結婚式も幸せが溢れ出ていて本当にステキだった！美男美女カップルで惚れ惚れします。
■2人を見てなんて幸せなんやろうって思いました。北川景子さんのために歌ったKSKが素敵すぎでした！！！
■婚約指輪のエピソード※が素敵！
※記者会見で、DAIGOさんが「彼女にふさわしい指輪を選んでたら、この指輪（世界的に最高級の宝飾品ブランド）が一番似合うなと思い
ました」と笑顔で語り、北川さんは「いただいてから今日、お披露目するまで、怖くてずっと箱の中にしまっていた。（いただいた時
は）スゴイ指輪だったので、びっくりして箱を閉じちゃいました」と、笑顔で語った。

■DAIGOさんが好きな料理を答えた後、北川さんが「もっと難しいの言ってよ」というやりとりがすごく仲いいなと思った。
■お互い大切にしている雰囲気が伝わってきて、心から幸せになって欲しいと思えた。

■お互い色々あったけど、それは過去のことなので幸せを築いていって欲しい。（片岡愛之助 & 藤原紀香）
■色々なニュースがお互いある中で、ふたりの幸せそうな姿で全て帳消しされたような雰囲気。（片岡愛之助 & 藤原紀香）
■色々あったからこそ強い絆がありそう。でも、これからも紆余曲折ありそう…。（片岡愛之助 & 藤原紀香）
■お互い再婚同士であまり気を遣わなくて良さそうだし、スポーツ選手同士分かり合えそう。（ダルビッシュ有 ＆ 山本聖子）
■双方が離婚して間もなく、子供までいることから世間から厳しい目で見られることもあったと思いますが、潔く気持ちを表
明し、思う生き方をするのはすごいことだと思いました。（ダルビッシュ有＆ 山本聖子）

■アイドル全盛期から、喫煙騒動などの挫折を乗り越えてきた。今度こそ幸せになってもらいたい。（一般男性 & 加護亜依）
■熱愛記事がたびたび撮られていましたが、やっと運命の王子様を見つけて嬉しい。（青木崇高 & 優香）
■事故や、そこからのモデル復帰など色々あったけど最後には幸せになってよかったと思いました。（涌井秀章 & 押切もえ）

ズバリ！2017年結婚しそうなカップル

スポーツ界という厳しい環境の中、愛で支え合ったカップル

番外篇

■豪華な挙式・披露宴の様子が印象に残りました。
■藤原紀香さんが無事に再婚したのが、嬉しかった。優しそうな片岡愛之助さんととってもお似合いだと思います。
■紀香さんは再婚だし、愛之助さんは二股騒動もあり、何かとお騒がせ夫婦の誕生だなっと思いました(笑)

3位：片岡愛之助 & 藤原紀香

紆余曲折あったけれど幸せを掴んだカップル

■遠距離恋愛だったと思うし、お互い試合やオリンピックがあった中で支え合って素敵だなと思った。（江宏傑 & 福原愛）
■練習第一（競技第一）で生活されている中、会う時間もお互いとりにくかったはずなのにすごい。（江宏傑 & 福原愛）
■同じ種目だからこそわかる苦労とかありそう。（江宏傑 & 福原愛）
■オリンピックに連続出場し、交際していた８年間すべてがオリンピックに向けた生活だったと思う。きっと一般の女性がし
ているデートのようなことが出来ない中、松本さんを支え続けた旦那様の深い愛を感じます。（一般男性 & 松本薫）

■有名になる前から支えてきた彼女の愛情は本物ではないかなと思う。（石川遼 & 一般女性）
■5年の遠距離は想像できないくらい大変だと思うから。（長谷部誠 & 佐藤ありさ）
■現在の奥さんは元奥さんと雰囲気の違いがあり、やっぱり同じスポーツ選手だからこそわかりあえるのかなと思った。
（ダルビッシュ有 ＆ 山本聖子）

■アモーレが印象的。応援に行く姿も目撃されており、将来が近いんじゃないかなと思う。（長友佑都 & 平愛梨）
■W杯出場を決めてプロポーズ、期待しています。（長友佑都 & 平愛梨）
■若者に人気のある2人が結婚して、晩婚化の日本を変えて欲しい（笑）。（りゅうちぇる & ぺこ）
■仲の良さはいつもテレビで伝わってくるし、実は男らしいりゅうちぇるが素敵！（りゅうちぇる & ぺこ）
■結婚しそうというより、この２人には絶対に結婚して欲しい。（りゅうちぇる & ぺこ）
■まだ結婚していないのが不思議なぐらい。（斎藤司 & 一般女性）
■つきあいが長いと聞いたことがあり、彼女の立場を考え、そろそろ結婚してほしい。（斎藤司 & 一般女性）
■ゴールインすることを願っていますが、いざしたら竹野内豊ロスが起こりそう。（竹野内豊 & 倉科カナ）
■イケメン俳優が次々と結婚されているので…次は竹野内さんかなと。（竹野内豊 & 倉科カナ）
■SNSで仲睦まじい様子がよく投稿されているから。（Fukase & 益若つばさ）


