
リオ五輪のインスタグラムまとめデータ（8 月５日-21 日集計） 

 

 利用者とエンゲージメントの総数 

会期中は、1 億 3100 万人もの人々がインスタグラムを活用してオリンピック関連のコンテンツを楽しみ、9 億

1600 万の*エンゲージメントを記録しました。（*写真や動画のシェア、いいね！、コメントを含む） 

 

 エンゲージメントの高かった国別ランキングトップ 10 

 

1. ブラジル 

2. ジャマイカ 

3. ポルトガル 

4. 米国 

5. ハンガリー 

6. ギリシャ 

7. ベネズエラ 

8. クロアチア 

9. カナダ 

10. アイルランド 

 

 インスタグラム上でエンゲージメントの高かった国を示した世界のヒートマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 人気のハッシュタグランキングトップ 10 

1. #rio2016 

2. #olympics 

3. #olimpiadas2016 

4. #rio 

5. #riodejaneiro 

6. #olimpiadas 

7. #brasil 

8. #olympics2016 

9. #brazil 

10. #olympicgames 

 

 人気の絵文字ランキングトップ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 インスタグラム上でエンゲージメントが多かった瞬間トップ 5 

 

1. 8/14：ジャマイカ・陸上 / ウサイン・ボルトが 100m走で金メダルを獲得 

2. 8/9 ：米国・女子体操 / 代表チームが金メダルを獲得 

3. 8/13 ：米国・競泳 / マイケル・フェスプス選手が 23個目のメダル（金）を 4x100M リレーで獲得 

4. 8/12 ：米国・競泳 / ケイティ・レデッキー選手が 800mの自由形で金メダルを獲得 

5. 8/11 ：米国・体操 / シモーネ・バイルズ選手が体操個人総合で金メダルを獲得 
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 オリンピック期間中、最もフォロワー数が伸びた選手ランキングトップ 5（世界と日本） 

 
 日本: 

1. 白井健三選手（男子体操）@kenzoshirai  +30,000フォロワー 

2. 瀬戸大也選手（男子水泳）@daiya_seto +27,000フォロワー 

3. 加藤凌平選手（男子体操） @ryohei_kato_  +24,000フォロワー 

4. 錦織圭選手（男子テニス）@keinishikori  +17,000フォロワー 

5. 入江陵介選手（男子体操）@ryosuke_irie  +13,000フォロワー 

 

 世界 

1. シモーネ・バイルズ (米国・女子体操) @simonebiles +190,000フォロワー  

2. マイケル・フェルプス選手 (米国・男子水泳) @m_phelps00 +170,000 フォロワー 

3. アルトゥール・オヤカワ・マリアノ選手 (ブラジル・男子体操) @arthurnory +130,000 フォロワー 

4. ネイマール選手 (ブラジル・男子サッカー)  @neymarjr  +120,000フォロワー 

5. ウサイン・ボルト選手 (ジャマイカ・男子陸上)  @usainbolt  +110,000フォロワー  

 
 
 日本代表選手がシェアした投稿のうち、最もいいね！された写真トップ 10 

1. 白井健三選手（男子体操）@kenzoshirai https://www.instagram.com/p/BI3njtDgmqI/ 

2. 錦織圭選手（男子テニス）@keinishikori https://www.instagram.com/p/BJHUWORh3Rq/ 

3. 錦織圭選手（男子テニス）@keinishikori  https://www.instagram.com/p/BJHpCcbhXII/ 

4. 加藤凌平選手（男子体操）@ryohei_kato_  https://www.instagram.com/p/BI34Pywg6QV/ 

5. 瀬戸大也選手（男子水泳）@daiya_seto  https://www.instagram.com/p/BIz89CVBTxV/ 

6. 入江陵介（男子水泳）@ryosuke_irie  https://www.instagram.com/p/BJIfnXRjo5A/ 

7. 錦織圭選手（男子テニス）@keinishikori  https://www.instagram.com/p/BI0-qT-hGRc/ 

8. 瀬戸大也選手（男子水泳）@daiya_seto  https://www.instagram.com/p/BJGOaVvhSQq/ 

9. 加藤凌平選手（男子体操）@ryohei_kato_  https://www.instagram.com/p/BIuyQkDg3Ia/ 

10. 瀬戸大也選手（男子水泳）@daiya_seto  https://www.instagram.com/p/BJOtgsEh8xh/ 
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 日本代表選手がシェアした投稿のうち、最もいいね！された動画トップ５ 

1. 桑井 亜乃（女子ラグビー）@anoooooo6  https://www.instagram.com/p/BIvpFACgRYD/ 

2. 大迫傑（男子陸上）@suguru_osako  https://www.instagram.com/p/BJA8GuSAf-S/ 

3. 藤田慶和（男子陸上）@yoshikazu15  https://www.instagram.com/p/BI1BoG5gKSg/ 

4. 山本幸平（男子マウンテンバイク）@kohey55  https://www.instagram.com/p/BJSzCSrjYC_/ 

5. 五十嵐 千尋（女子競泳）@chiiiii24pink  https://www.instagram.com/p/BI0tobDhDPT/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 世界の選手がシェアした写真のうち、いいね！が多かった投稿（ランキングではなくハイライトの抜粋） 

 ネイマール選手の金メダル https://www.instagram.com/p/BJWdk1ggsFf/?taken-by=neymarjr - 

170,000いいね！ 

 ウサイン・ボルト選手の金メダル https://www.instagram.com/p/BJHRzh8gAPL/ - 140,000いいね！ 

 シモーネ・バイルズ選手とザック・エフロンのツーショット- 

https://www.instagram.com/p/BJL3a4ij0Fl/ - 673,000いいね！ 

 ウサイン・ボルト選手の金メダル  https://www.instagram.com/p/BJJnvTSBcfz/ - 583,000いいね！ 

 ウサイン・ボルト選手の金メダル（200M） https://www.instagram.com/p/BJRdtkShmMQ/ - 543,000

いいね！ 

 マイケル・フェルプス選手 の感謝のひとこと- https://www.instagram.com/p/BJTiFanAObs/ - 

538,000いいね！ 

 マイケル・フェルプス 選手の家族とのひととき - https://www.instagram.com/p/BJOIk4WgIa0/ - 

537,000いいね！ 

 アルトゥール・オヤカワ・マリアノ選手の金メダル- https://www.instagram.com/p/BJGf-K2j3r1/ - 

418,000いいね！ 

 アリー・レイズマン選手とザック・エフロンのツーショット -

 https://www.instagram.com/p/BJMAm8xAMG0/ - 375,000いいね！ 

 ケビン・デュラント選手とマイケル・フェルプス選手 https://www.instagram.com/p/BI6cq9sjPpv/ - 

367,000いいね！ 
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 選手以外がシェアした写真のうち、いいね！が多かった投稿（ランキングではなくハイライトの抜粋）  

 
 ザック・エフロン（俳優） https://www.instagram.com/p/BJMBhkUAFbA/ - 170,000いいね！ 

 クリスチアーノ・ロナウド（サッカー選手）https://www.instagram.com/p/BJVdYKzgqFY/ - 150,000

いいね！ 

 ジジ・ハディッド（モデル）  https://www.instagram.com/p/BIwqYEHDzXP/ - 961,000いいね！ 

 ジゼル・ブンチェン（モデル） https://www.instagram.com/p/BIxJXwxjuj3/?taken-by=gisele - 

648,000いいね！ 

 エミリー・ラタコウスキー（モデル） https://www.instagram.com/p/BIu8I5MAPYU/ - 291,000いい

ね！ 

 アドリアナ・リマ（モデル） https://www.instagram.com/p/BI7oAlAgPeP/ - 270,000いいね！ 

 アレッサンドラ・アンブロジオ（モデル） https://www.instagram.com/p/BIujayYjphz/?taken-

by=alessandraambrosiok - 230,000いいね！ 

 
 オリンピック関連の動画のうち、いいね！が多かった投稿（ランキングではなくハイライトの抜粋） 

 

 ジェイ・ブランケノー（カナダ・男子バレーボール） https://www.instagram.com/p/BIv4cunD22e/ - 

12,100,000再生回数 

 シモーネ・バイルズ(米国・女子体操) https://www.instagram.com/p/BJL1u4rjoPN/ - 11,400,000再

生回数 

 メリッサ・ウー(オーストラリア・女子飛び込み) https://www.instagram.com/p/BI2IuKAga2T/ - 

9,000,000再生回数 

 マリヤ・コロレバ（米国・シンクロナイズドスウィミング）   

https://www.instagram.com/p/BI7jZj6Dq_C/ - 6,200,000再生回数 

 シンクロナイズドスイミング・イギリス代表 https://www.instagram.com/p/BI0ksrhASDb/ - 

4,900,000再生回数 

 ジゼル・ブンチェン（モデル） https://www.instagram.com/p/BIxNOFtjhMC/?taken-by=gisele – 

4,600,000再生回数 

 バレーボール・米国代表 https://www.instagram.com/p/BI7zCfHDqZB/ -  4,600,000再生回数 

 ウージニー・ブシャール（カナダ・テニス）- https://www.instagram.com/p/BIvizm2ArCB/ -  

4,400,000再生回数 

 ケビン・デュラント（米国・男子バスケットボール） https://www.instagram.com/p/BI6eZASjUSm/ - 

4,500,000再生回数 

 クレイ・トンプソン（米国・バスケットボール） https://www.instagram.com/p/BI0N7LdDypl/ - 

4,500,000再生回数 
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 インスタグラム上で最も話題になった選手（メンション、いいね！、コメントなどが多かった選手のランキ

ング）： 

 

1. マイケル・フェルプス選手（米国・男子水泳）@m_phelps00 

2. ネイマール選手（ブラジル・男子サッカー）@neymarjr 

3. ウサイン・ボルト選手（ジャマイカ・男子陸上）@usainbolt 

4. サイモン・バイルス選手（米国・女子体操）@simonebiles 

5. ケイティ・レデッキー選手（米国・女子水泳）@kledecky 

 
 その他、注目のハイライト： 

 ケンブリッジ飛鳥選手がボルト選手他ジャマイカ代表選手とチームフォト 

https://www.instagram.com/p/BJYe29dB3AI/?taken-by=a_cam9 

 

 ウサイン・ボルトとネイマールがお互いの勝利を称えあうシーンを公開 

ウサイン・ボルト選手のアカウントでネイマール選手をシェア 

https://www.instagram.com/p/BJWTvI9BBxb/?taken-by=usainbolt 

ネイマール選手のアカウントでウサイン・ボルト選手をシェア 

https://www.instagram.com/p/BJHRzh8gAPL/?taken-by=neymarjr 

 

 米俳優ザック・エフロンがリオ入りして女子体操選手とツーショット: 

https://www.instagram.com/p/BJL3a4ij0Fl/ 

https://www.instagram.com/p/BJL1u4rjoPN/?taken-by=simonebiles 

https://www.instagram.com/p/BJMAm8xAMG0/ 

 

 アスリート選手との身長差を捉えた面白写真コレクション: 

豪バスケットボール選手と米国体操選手 

https://www.instagram.com/p/BJNyc96gnFO/?taken-by=alyraisman 

米バスケットボール選手、ケビン・デュラント選手と米国女子体操選手 

https://www.instagram.com/p/BJVxb2lD9ot/?taken-by=ragansmith 

米バスケットボール選手、デアンドレ・ジョーダンと 

https://www.instagram.com/p/BIxmR6-j8mG/?taken-by=ragansmith 

ブラジルのビーチバレー選手、アリソン・セルッティと 

https://www.instagram.com/p/BJTxoXdg2Ue/?taken-by=rebecarandrade 

 
### 

 
＜報道関係者向け問い合わせ先＞ 

インスタグラム 広報代理 ウェーバー・シャンドウィック 石井、東 

電話：03-5427-7313     Email：Instagram-jp@webershandwick.com 
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