
      ２０２３年 新チャント と 復習 ☆☆☆☆
サポグループさんが配っていらしたチャント集を転記してます☆ 
（※ 2023はチャント集を貰いそこねたので、歌詞の表記がもしかしたら違ってるかも︕ごめんなさい）
QRコードは、URSUSさん、HIROSHIMA CHANNELさんのYouTube、熱サポーターさんのtwitterを
転載させて頂きました♪

2023 選手新チャント 2023 コール変更 2023 チームコール
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ －・－・－・－・－・－・－・－・－・－ －・－・－・－・－・－・－・－・－・－

 『１１番 満田 誠』  『８番 川村 拓夢』 切り替えの時に使っていた
ｘ ｘ ｘｘｘ かわむら アレ︕ 『ヒッロッシマ ×４』

みーつーたー まーこと －・－・－・－・－・－・－・－・－・－ がリニューアルされて、
ラララ ララーラ  『９番 ドウグラス・ヴィエイラ』 『ヒロッシーマッ ×８』
みつた まーこと ヴィッエーイラ︕ヴィッエーイラ︕ になりました。最初の「ヒ」に⼒を
ラララ ララーラ ヴィッエーイラ︕ 込めて、太鼓をよく聞いて走りすぎ
みつた まーこと －・－・－・－・－・－・－・－・－・－ ないようにしましょう♫
ララーラー ララーラー  『１１番 満田 誠』

み・つ・た︕ －・－・－・－・－・－・－・－・－・－

「汎用的なチャント１」

 フォッツァヴィオラーレ 
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ アレアレアレオーｘ２
 『１９番 佐々木 翔』  『４番 荒木 隼人』  オーオオ オーオオ

 戦え 広島の 男達
オーオー 佐々木翔 ラーラ ララッラーラ アレ あらき（↘）  ※ 単語単語を⼒強く!!! 歌いましょう。
俺たちの佐々木翔 ラーラ ララッラーラ アレ あらき（→）
オーオー 佐々木翔 ララ あらっきはやーと︕ （⼒強く）
栄光を共に掴もう ララ あらっきはやーと︕ （⼒強く）

ラーラ ララッラーラ アレ あらき（↘）
「汎用的なチャント２」

 アレ広島アレ
 ラー ララララララー

 『７番 野津田 岳人』  アレ広島アレ
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－  勝利つかみ取れ
 『３番 山﨑 大地』ＤＦ オーレー オレオレオレー

やまさき  ｘｘｘ がくとー がくとー  オーオオーオーオー
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ ※レジェンド森崎浩司のチャントを引き継ぎます。  オーオオオ オオオー ｘ２
 『１５番 中野 就斗』ＤＦ

なかの ｘｘｘ
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

 『１６番 志知 孝明』ＤＦ
し ち ｘｘｘ  『１０番 森島 司』 －・－・－・－・－・－・－・－・－・－

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－  『３８番 大迫 敬介』
 『２１番 田中 雄大』ＧＫ もーりしま つかさー

たなか ｘｘｘ もーりしま つかさー  オーサコー(↘) ｘｘｘ
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ ゆこう (ひ)ろしま の夢 のせて  オーサコー(↗) ｘｘｘ
 『３２番 越道 草太』ＭＦ もりしまつー↑かさー  我らの オーサコ ケースケ

こしみち ｘｘｘ ※「ひ」の発音は小さめ

 『５番 松本 大弥』ＭＦ
ひろや︕ ｘｘｘ

「関東さんふれぽてと」では、アウェイを中心に一緒に
 ビッグフラッグを掲出したり、フリーペーパーを作成・
  配布したり、いろんな活動をする仲間を募集してます♪
   お気軽に声かけてねヽ(^O^)ノ 
←←← http://www.sanfre-potato.xii.jp/

かわむら たくむ

ぽてとweb

あらき はやと

の つ だ がくと

もりしま つかさ

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

さんふれぽてと

こんなビッグフラッグです♪

コロナが明けたらまた^ ^

みつた まこと

まつもと ひろや

2020 選手チャント【復習】
おおさこ けいすけ

復習

復習

復習

たたか ひろしま おとこたち

ひろしま

ひろしま

しょうり と

われ

みつた まこと

復習

復習

復習

2023 新加入選手コール
やまさき たいち

なかの しゅうと

し ち たかあき

たなか ゆうだい

こしみち そうた

久保⻯彦、佐藤寿⼈に唄われた、サンフレッチェの
スーパーストライカーのレジェンドチャントです❗
背番号と共にマコが引き継いでくれました❗�

期限付き移籍から復帰

2022 選手新チャント【復習】

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

ゆめ

2020 チームチャント【復習】

さ さ き しょう

頼もしいキャプテンと共に次なる☆を︕

さ さ き しょう

さ さ き しょう

さ さ き しょう

おれ

えいこう とも つか



オオオオー　オオオオー
はやし たくと

DF  2 住吉 ジェラニ レショーン (26)

GK  1 林 卓人 (41)

GK 38 大迫 敬介 (24)

DF 33 塩谷 司 (35)

DF 19 佐々木 翔 (34)

DF  4 荒木 隼人 (27)

すみよし 

林 卓人　林 卓人

はやし たくと

おおさこ  けいすけ

しおたに つかさ

さ さ き    しょう

あらき    はやと

MF  6 青山 敏弘 (37)
あおやま  としひろ

MF  7 野津田 岳人 (29)
の つ だ    がくと

MF 14 エゼキエウ (25)
     

MF 17 松本 泰志 (25)
まつもと  たいし

MF 18 柏 好文 (36)
かしわ よしふみ

MF 24 東 俊希 (23)
ひがし しゅんき

MF 30 柴崎 晃誠 (39)
しばさき  こうせい

FW  9 ドウグラス ヴィエイラ (36)

オー 青山敏弘　　闘う男　広島の

オー 青山敏弘　　ラララララーララー

MF 25 茶島 雄介 (32)
ちゃじま ゆうすけ

あおやまとしひろ たたか　おとこ　 ひろしま

あおやまとしひろ

はやし たくと

オーサコー(↘)ｘｘｘ オーサコー(↗)ｘｘｘ

たーのーむーぞ　しおったに

おーササキショー　俺たちのササキショー

ラーラ　ララッラーラ　アレ　あらき（↘）

ジェーラ！　ジェーラ！（計８回繰り返し）

オーレー　オレオレオレー

エーゼ！　エーゼ！（計８回繰り返し）

たいし！　x x x

ラーラララララララー

かーしわよしふみー

ラーラララララララー

かしわーよーしーふーみー

ひがし！　x x x

ちゃじま！　x x x

しーばーさき　しーばーさきー
しばさきこうせい ラーララー

ヴィッ エーイラ！ヴィッ エーイラ！

・ヴィオラ：イタリア語で紫
・アレ　　：イタリア語で「行け」「頑張れ」
・オーレ　：ポルトガル語で「行け」「進め」
・フォルツァ：イタリア語で「力」「頑張れ」
・バモ　　：ポルトガル語で「さぁ行こう」「Let's go」

GK 21 田中 雄大 (28)
 たなか   ゆうだい

たなか！　x x x　
◆  アレオ広島

　　　　　ひろしま

おお広島　立ち上がれ　皆で共に戦おう　

声を上げろ  飛び跳ねろ  今日の勝利を呼び込め

   ひろしま　  た　　 あ　　　　　 みな　 とも　 たたか

アレオ　アレオ　広島　ラーラララララーラー
   　　　　　　　ひろしま

築き上げた　すべてを　今こそぶつけろ
きずき　 あ　　　　　　　　　　　　　いま

こえ　  あ　　 　　　と　　 は　　 　　きょう　  しょうり　  よ　　 こ

◆  タイトル不明
  

見せつけてやれ　紫の誇り

進め 突き進め！　俺たち広島

  み　 　　　　　　　　　むらさき　ほこ

  すす　　つ　　 すす　　　  おれ　　　ひろしま

◆  聖者の行進
  せいじゃ　  こうしん

今こそ　見せろよ　広島の実力（チカラ）

ゴールを　目指して　挑み続けろ

 いま　 　　　　み　　　　　　　ひろしま　

  ご  ぉ　る　　    めざし　　　　　いど　  つづ

◆  トルコ
     

ラーラーラ ラッラッラッラッラー　

おーひろしまー

   

ラーラーラ ラッラッラッラッラー
          

勝利をつかめー
しょうり　 

     

◆  情熱　広島
じょうねつ　ひろしま　　　　　

広島　勝利掴もうぜ　ぶつけーろ情熱を　

お前なら　やれるはずさ　決めちまえ戦士

ひろしま　しょうり つか               じょうねつ

  まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　　　　　　　  せんし  

◆  Ale'! Ale'! Hiroshima
 あれ　　あれ　　ひ　ろ　し　ま　

アレアレー　アレアレー　

アレアレッ ヒッロッシッマー

   

アレアレー　アレアレー
          

アレアレッ ヒッロッシッマー
     

     

◆  Hiroshima Night
ひ　ろ　し　ま　　な　い　と　　　

さあ行こうぜ　どこまでも　

走りだせ　走りだせ

   

輝け俺達の誇り　広島　広島
かがや　おれたち　ほこ　　　ひろしま　ひろしま

オオオーオー オ･オ･オー･オー
     

はし　　　　　　 はし  

◆  VIVA HIROSHIMA
び　ば　　　ひ　ろ　し　ま

俺ら'の'広島　勝利めざし走れ　

俺ら'も'広島　共に戦おう

おれ　　　  ひろしま　しょうり　　　　　はし

ラー ラララー 立ちあがり歌を歌い
             た　　　　　　　うた　 うた

ラー ラララー 勝利を呼び込もう
             しょうり　  よ　　 こ 

おれ　　　  ひろしま　 とも　たたか 

◆  紫の勇者
むらさき　ゆうしゃ

ラー ララ ララ ララー ララ　紫の勇者よー　

俺らのハートを狂わせる　ゴールを見せてくれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むらさき　ゆうしゃ

おれ　　　　　　　　　　くる　　　　　　　　　　　　　　み
◆  大脱走　

だいだっそう

オオ！ オーオオオーー！

オオーオ オー オオオオオーー！

オオオオ！ オーオオオーー！

オオーオ オオー オオ！

サン！フレッ！チェ！

◆  アレ！広島 　
　　　　ひろしま

アレーアーレー　広島アレー（✕３）

オー広島　　俺達と共に

オーオーオー　オ　フォッツァ広島（✕３）

オー広島　　俺達と共に！

◆  バモス　サンフレッチェ 　
バモバーモー　サンフレッチェー

バモバーモー　ひろしまー

○○○○　ぶっ倒せー！

俺達が 付いてるから！

              たお

おれたち　　つ　

※対戦相手が○○○ → ○○○「を」ぶっ倒せ

　対戦相手が○○○○ → ○○○○ ぶっ倒せ

たいせんあいて　　3　も　じ　　　　　　　　　　　　　　　   たお 

たいせんあいて　　４　 も　 じ　　　　　　　　　　　　　  たお 

◆  アーレ広島
　　　　　ひろしま

アーレ広島　アレ アレー（✕２）

アレ アレ アレ！　アレ アレ アレ！

ひろしま

アーレ広島　アレ アレー
ひろしま

☆ 試合前、キッキオフ直後によく歌う

☆ 試合中定番

☆ 試合中定番

☆ コーナーキック時

 

☆☆ 選手個人チャント・コール ☆☆ MF 10 森島 司 (26)
もしりま  つかさ

もーりしま　つかさー

MF  8 川村 拓夢 (24)
かわむら  たくむ

ｘ　ｘ　ｘｘｘ　かわむら　アレ！
 

FW 20 ピエロス ソティリウ (30)
ピエロス！　ｘｘｘ

【new】

 

FW 23 鮎川 峻 (22)
あゆかわ しゅん

あゆかわ！　ｘｘｘ
 

我らの　オーサコ　ケースケ（ゆっくり）
 われ 

おれったちーの　しーおたーにつーかさ

ラーラ　ララッラーラ　アレ　あらき（→）

ララ　あらっきはやーと！ （力強く）

ラーラ　ララッラーラ　アレ　あらき（↘）

ララ　あらっきはやーと！ （力強く）

がくとー　がくとー　

FW 28 棚田 遼 (20)
 たなだ  りょう

たなだ！　ｘｘｘ
 

FW 13 ナッシム ベン カリファ (31)
ナッシム！　x x x（ムの発音は小さめ）

FW 11 満田 誠 (24)
  みつた まこと

みーつーたー まーこと  ラララ ララーラ
 

もーりしま　つかさー

ゆこう　(ひ)ろしま　のゆめ　のせて

もりしまつー↑かさー

◆  Ale Viola
　　アレ　ヴィオラ

Ale ViolaAle Viola 立ち向かえ男よ　

Ale ViolaAle Viola 勝利のために

  アレ　 ヴィオラ　　アレ　ヴィオラ　 た　　むか　　　おとこ

ラーラララ  ラーラララ  ラーラララララララー
          

ラーラララ  ラーラララ  ラーラララーラーラー
             

  アレ　 ヴィオラ　　アレ　ヴィオラ  しょうり

◆  オー サンフレッチェ
     

オー サンフレッチェー　紫の男　

今日も俺たちを（ホームでは「今日もこの街を」）

   　　　　　　　　　　　　　　　むらさき　おとこ

熱くするのは　おーまーえー
あつ　         

きょう　   おれ　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょう　　     まち

※ 「おーまーえー」から「オーサンフレッチェー」へのつながりをイメージ

◆  オー広島俺達と
    ひろしま　おれたち　　

オー広島　俺たちと　オー広島　熱くなれ　

お前の全て　ぶちーかまーせよ

　　　ひろしま　おれ　　　　　　　　　　ひろしま　 あつ　  

まえすべ

◆  カーニバル　
アーレー　　アーレー

アーレ　アーレ　アーレーー

オーオオ オ オ　　オーオオ オ オ

サンフレッチェひろっしっま！

◆  FORZA VIOLA 　
フォッツァ　　ヴィオラ

ラ ラ ラ ラララー　（✕３）

フォーッツァヴィーオーラー

オ オ オ オオオー　（✕３）

フォーッツァヴィーオーラー！

◆  守備時のコール
しゅ び じ　　

オー オー オオオ 　ヒロシマ　オレッ！

サーンフレッチェ！ ✕✕ ✕✕ ✕　

    
    サンフレッチェコール

ヒロシマ　オレ

※ 手拍子で相手の攻撃を
　  跳ね返しましょう

◆  攻撃時のコール
こうげきじ　　

オ　オ　オオオ　オオオオ　サンフレ！

オイッ！ ✕　✕　✕

    

    （その１）

（その２）

※ チャンス具合によってテンポが変わります

※ 守備の「ヒロシマ オレ」から、カウンターで攻撃に移る
　 ときに、このコールに切り替わります

※ チャンス具合によってテンポが変わります

☆ 主に攻撃時

◆　2019チームチャント
      

ララララララララ　ララーラ（✕２）　

ゆけ紫の　ゆうしゃーよ

                  

派手に　決ーめーろ　ひろしま
　はで　  　　　き　　　　

　　　むらさき

※  一巡目は手拍子無しで両手を上げて、2巡目から手拍子で

※ 「派手に決めろ～」のところは両手を上げて♪

◆　2020新チームチャント①
      しん

アレ広島アレ　ラー　ララララララー　

アレ広島アレ　勝利つかみ取れ

                  

オーオオーオーオー  オーオオオ  オオオーｘ２

    ひろしま　　　　 しょうり　　　　　 と

◆　2020新チームチャント②
         しん

フォッツァヴィオラーレ  アレアレアレオーｘ２

オーオオ　オーオオ　戦え　広島の　男達

                  

たたか　　 ひろしま　　 おとこたち

　　　ひろしま

（ここまで手拍子）
（ここからジャンプ）

◆  GO　WEST 　
ゴー　　ウェスト

アーレー　オ ヒロシマ（✕４）

◆  La 広島
ラ　ひろしま

さあ揺らせ！この場所を！俺たち'の' La広島！

響かせろ！この歌を！俺たち'は' La広島！

ゆ　　　　　　　　　 ばしょ         おれ　　　　　　  ラ  ひろしま

ひび　　　　　　　　　　うた　　    おれ　　　　　　  ラ  ひろしま

オ オ オ オオ　　オ オ オ オオ

オ オ オ オオ　　オ オ オ オオ

<< 飛び跳ねる >>
と　　 は

<< しゃがんで手拍子>>
てびょうし 

※

※ ｢この場所を｣はホームでは
　｢この街を｣に変わります

◆  GRANDE　VIOLA 　
グ　ラ　ン　デ　　 ヴ ィ オ ラ

グランデ　ヴィオーラ　ひーろしっま！

✕ ✕ ✕ ✕✕ ✕ ✕✕ ✕

（勝利の後♪）

◆  紫に染めろ
むらさき　そ

ニッポンを　広島　　アジアを　広島

世界を　広島　　紫に染めろ

　　　　　ひろしま　　　　　　　　　　 　ひろしま

 せかい　　　 ひろしま　　むらさき　そ

※ 5コール目からリズムをゆっくり重厚に

◆  勝利後のチャント
しょうりご　　

LoLo　LoLoLoLoLo（✕３）

ヒ！ロ！シ！マ！

    

    

※ 「ロ」と「ラ」の間のイメージで歌いましょう

◆  紫の戦士　国際ver.
むらさき　せんし　 こくさい　ヴァージョン

広島　行こうぜ　紫の戦士よ

我らの　その名を　世界に響かせろ

ひろしま　　ゆ　　　　　　むらさき　せんし

われ　　　      　な　　　　せかい　　ひび

◆  イージューライダー

広島の誇りを　　広島の喜びを

俺達は歌うのさ　この空の下いつまでも

ひろしま　 ほこ　　　　　　 ひろしま　よろこ

おれたち　うた　           そら　 した

ﾗﾗﾗﾗｰﾗｰﾗｰﾗﾗｰ　 ﾗﾗﾗﾗｰﾗｰﾗｰﾗﾗﾗｰ
ﾗﾗﾗﾗｰﾗｰﾗｰﾗｰﾗｰ　ﾗﾗﾗﾗﾗﾗｰﾗﾗﾗｰﾗﾗｰ

ﾗﾗﾗﾗｰﾗｰﾗｰﾗｰﾗｰ　ﾗﾗﾗﾗﾗﾗｰﾗﾗﾗｰﾗﾗｰ

（✕２）

（✕２）

※ タオルマフラーをかかげ
　  ながら歌いましょう♪！

（ゆっくり）

☆ 勝利の後！

☆ 勝っている時の終盤

（ずっとジャンプ）

【新】

マスクは、口の前にワイヤーが入った

形を保てるタイプがおすすめです🎵

あと「通気性UP」などの製品も😉

GK 22 川浪 吾郎 (32)
かわなみ   ごろう

かわなみ！　x x x　

DF  3 山﨑 大地 (23)
やまさき　たいち 

やまさき！　ｘｘｘ

DF 15 中野 就斗 (23)

 

 なかの　しゅうと 

なかの！　ｘｘｘ

DF 16 志知 孝明 (30)

 

 し  ち　 たかあき 

し　ち！　ｘｘｘ

おーササキショー　栄光を共に掴もう

DF  5 松本 大弥 (23)

 

まつもと　ひろや 

ひろや！　ｘｘｘ

【復帰】

【new】

【new】

【new】

MF 32 越道 草太 (19)
こしみち  そうた

こしみち　ｘｘｘ

ヴィッ エーイラ！

【new】

みつた まーこと  ラララ ララーラ

みつた まーこと  ララーラー ララーラー

【新】
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