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決勝点を演出したデビュー戦

デビュー戦でいきなり存在感を示した。
8月にブラジルのECバイーアから完全移籍で加入したマルセロ ヒアン。27日に
行われたFC町田ゼルビアとの試合に途中交代で出場すると、山下諒也の決勝
点をアシストする活躍を見せた。
「試合の終盤で相手の疲れたところも見えていたので、自分の特徴を出すには
いい状況かなと思いましたし、自分にとっての“開幕戦”でアシストができたのは
幸せです」
この得点シーンでは、ガブリエウからのロングパスに持ち前のスピードで裏へ抜
け出したヒアンがキーパーとの1対1の状況を迎える。自らシュートを打つことも
できたが、山下へのアシストを選択した。
「諒也が後ろから上がってきてくれて、相手のキーパーも自分に食いついていて
ゴールがガラ空きだったのでパスをしたほうがいいと思いました」
試合終盤の難しい時間帯に、自らがゴールを取ることよりもチームの勝利を優
先した冷静なプレーだった。
「一番大事なことというのは、チームが勝点３を取ることだと思っています」
今後の活躍に期待せずにはいられないデビュー戦だった。

爆発的なスピードが武器
20歳のヒアンにとって、横浜FCへの移籍が自身初の海外移籍だ。ただ、本人に
不安はなかったという。
「チャンスをいただいたので、
『このチャンスをものにしてやろう』
『自分のやって
いることを信じて結果を残してやろう』という気持ちが強かったです」
日本への印象について「仕事をする上ですごくいい環境」と話し、生活にも慣れ
てきたが、チームメイトであるブラジル人選手たちの存在は大きかった。
「彼らがいなければこんなにも早く順応できていなかったと思いますし、日本に
住むための基礎を教えてくれた重要な存在です」
身長188㎝と上背もありながら、スピードも兼ね備えているアタッカーだ。
「1対1の強さとスペースに向かって攻撃するところ、爆発的なスピードが自分の
特徴だと思っています」
ポストプレーで起点になることも、スピードを活かして裏に抜け出すこともでき
るため、横浜FCにとって攻撃の新たな武器となる。
「チームの中でも同じようなタイプの選手がいないので、その違いを活かして少
しでもチームの助けになれればと思っています」

“ヒアン”と呼んでほしい
8月26日に登録名を
「マルセロ ライアン」から「マルセロ ヒアン」に変更されたこ
とが発表された。英語名のライアンではなく、慣れしたしんだポルトガル語読み
の“ヒアン”に変更した。
「ヒアンと呼ばれた方がうれしいですね」
そんなヒアンは、かつて日本でも活躍してステップアップした同じブラジル人の
フッキやエメルソンのように「世界でも有名な選手」になるという目標があるが、
今は目の前の仕事に集中している。
「まずはこのチームでJ1昇格を目指していきたいです」
リーグは終盤戦に突入し、1試合ごとの重みが増してきている。それでも「やるこ
とは変わらない」という。
「チーム一丸となって３ポイントをとって、できるだけ２位、３位との差を広げて
優勝したいと思います」
そのためには、ヒアンがゴールに絡むことは不可欠だ。
「どんどん自分のいいプレーを見せて、チームの目標達成に向けて少しでも役に
立てるようにやっていきたい」
若きストライカーは“チームのために”ゴールを演出する。
記事／北 健一郎（スポーツライター）

みなみ区民DAY

ハマの最終兵器
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PLAYERS FILE
監督

四方田 修平

16

2 MF

3 DF

ハイネル

Shuhei YOMODA

RHAYNER

1973年3月14日生
千葉県出身

1990年9月5日生
172cm/65kg
ブラジル出身

7 MF

スターティングメンバー予想

横浜FC選手一覧

中村 拓海
Takumi NAKAMURA
2001年3月16日生
179cm/70kg
大分県出身

8 MF

9 FW

4 DF

高橋 秀人
Hideto TAKAHASHI

1987年10月17日生
184cm/75kg
群馬県出身

13 FW

5 DF

ガブリエウ

GABRIEL Costa Franca

1995年3月14日生
181cm/78kg
ブラジル出身

14

MF

1990年7月28日生
170cm/63kg
神奈川県出身

サウロ ミネイロ

田部井 涼

伊藤 翔

1988年12月21日生
167cm/64kg
静岡県出身

1997年6月16日生
166cm/52kg
神奈川県出身

1990年5月2日生
187cm/79kg
ブラジル出身

1997年6月17日生
184cm/85kg
ブラジル出身

1999年6月25日生
172cm/68kg
群馬県出身

1988年7月24日生
184cm/76kg
愛知県出身

16 MF

17 DF

20

21 GK

Kléber

18 FW

Saulo Mineiro

19 DF

Ryo TABEI

DF

長谷川

6

19

18

小川

48

山下

14

和田

亀川

15 FW

クレーベ

Kosuke SAITO

山根

Takuya WADA

齋藤 功佑

サウロ

30

和田 拓也

松浦 拓弥
Takuya MATSUURA

13

6 MF

田部井

5

ガブリエウ

3

中村拓海

49
ブローダーセン
ブローダーセン

Sho ITO

対戦チームメンバー 一覧

ヴァンフォーレ甲府

長谷川 竜也

武田 英二郎

小川 航基

亀川 諒史

イサカ ゼイン

市川 暉記

1994年3月7日生
164cm/60kg
静岡県出身

1988年7月11日生
173cm/71kg
神奈川県出身

1997年8月8日生
186cm/78kg
神奈川県出身

1993年5月28日生
176cm/70kg
大阪府出身

1997年5月29日生
174cm/78kg
東京都出身

1998年10月19日生
190cm/86kg
神奈川県出身

1

GK

河田 晃兵

21 GK

小泉 勇人

2

DF

須貝 英大

22 DF

野澤 陸

31 FW

3

DF

レナト ヴィスキ

23 DF

関口 正大

4

DF

山本 英臣

24 MF

山田 陸

5

DF

浦上 仁騎

25 DF

大和 優槻

6

MF

野澤 英之

26 MF

石川 俊輝

7

MF

荒木 翔

27 MF

小林 岩魚

9

FW

三平 和司

29 FW

ジェトゥリオ

10 FW

ウィリアン リラ

31 GK

岡西 宏祐

11 FW

ブルーノ パライバ

32 DF

フォゲッチ

13 DF

北谷 史孝

33 GK

山内 康太

15 FW

飯島 陸

35 DF

三浦 颯太

16 MF

林田 滉也

36 FW

水野 颯太

17 FW

イゴール

39 MF

米原 秀亮

18 MF

鳥海 芳樹

40 DF

エドゥアルド マンシャ

19 FW

宮崎 純真

41 MF

長谷川 元希

20 MF

松本 凪生

44 FW

内藤 大和

Tatsuya HASEGAWA

22 DF

Eijiro TAKEDA

Koki OGAWA

23 DF

25 MF

Masashi KAMEKAWA

29 FW

Zain ISSAKA

30 FW

岩武 克弥

杉田 隼

中村 俊輔

石井 快征

山根 永遠

マルセロ ヒアン

1996年6月4日生
173cm/70kg
大分県出身

2004年1月9日生
180cm/67kg
神奈川県出身

1978年6月24日生
178cm/71kg
神奈川県出身

2000年4月2日生
174cm/65kg
福岡県出身

1999年2月5日生
167cm/67kg
広島県出身

2002年6月8日生
188cm/83kg
ブラジル出身

Katsuya IWATAKE

33 MF

Hayato SUGITA

Shunsuke NAKAMURA

35 DF

34 DF

Kaisei ISHII

38 FW

Towa YAMANE

39 FW

Marcelo Ryan

44 GK

近藤 友喜

西山 大雅

マテウス モラエス

山谷 侑士

渡邉 千真

六反 勇治

2001年3月21日生
172cm/64kg
愛知県出身

1999年8月24日生
180cm/69kg
神奈川県出身

2001年3月6日生
188cm/74kg
ブラジル出身

2000年6月11日生
176cm/70kg
神奈川県出身

1986年8月10日生
182cm 79kg
長崎県出身

1987年4月10日生
188cm/80kg
鹿児島県出身

48 FW

49 GK

Tomoki KONDO

山下 諒也

スベンド ブローダーセン

1997年10月19日生
164cm/54kg
静岡県出身

1997年3月22日生
188cm/89kg
ドイツ出身

Ryoya YAMASHITA

Mateus Moraes

Taiga NISHIYAMA

Yushi YAMAYA

Svend Brodersen

RECORD THE BLUE

Kazuma WATANABE

［監督］吉田 達磨

Akinori ICHIKAWA

Yuji ROKUTAN

J2第37節ヴァンフォーレ甲府戦に向けて

リーグ戦も9月半ばを過ぎ、
いよいよ佳境を迎える。
昇格、
残留。
チームによっておかれている立場は違う。
残り試合が少なくなるにつれ、
1試合の持つ重みは増
していく。様々なプレッシャーとの戦い。この重圧を
乗り越え、
目指すべき目標へ。こんなときも力になる
のは、
やはりファン・サポーターの応援だ。
不安を自信
に、
弱気を勇気に変えてくれる。
「いつも通り」
。
その力を発揮するために積み重ねてき
たこれまでの日々を信じて、
ファン・サポーターと共に
シーズンを最後まで走り抜ける。
横浜FCサッカースクールへ、
トップチームの選手たち
が訪問しました。
山下諒也選手、
西山大雅選手は、
磯
子区のYOKOHAMA BAY SOLTILO FIELD
（横浜ベ
イ ソルティーロ フィールド）
へ、
ハイネル選手、
ガブリ
エウ選手、
クレーべ選手、
サウロ ミネイロ選手は、港
北区のしんよこフットボールパークへ、杉田隼選手、
齋藤功佑選手、亀川諒史選手、武田英二郎選手は、

戸塚 区の 横 浜 F C 東 戸塚フットボールパーク i n
YOKOHAMA SPORTS COMPLEXでスクール生の
皆さんと一緒に汗を流しました。
選手たちからのアドバイスやそのプレー振りに目を輝
かせている姿が印象的でした。
ゲームの時間では、
選
手のボールに必死に食らいつき、真剣に取り組む中
でサッカーが持つ本来の
「楽しさ」
を伝える貴重な機
会となりました。シーズンの合間を縫っての活動の
為、不定期での開催ですが、
一人でも多くのスクール
生の皆さんと交流が持てるようこれからも継続した
活動を行っていきます。
また、
9月10日
（土）
に行われた栃木SC戦で開催され
た「フリ丸まみれDAY」の名物コーナー！？の選手が
描いたフリ丸展vol.2では、各選手が描いたフリ丸の
イラストを掲出。今回も個性あふれるフリ丸のイラス
トを楽しんでいただけたのではないでしょうか。

フュディアルクリエーションの「RELUXIA」マンションシリーズ。
心からのリラックスを生み出し、幸せあふれる住空間となるよう願いを込めて。
立地性、デザイン性、そして色褪せない価値。
すべてにプレミアムなクオリティで築く、オリジナルマンションシリーズ「リルシア」。

TODAY’ S POINT

今日の見どころ

昨シーズンのJ2で3位のヴァンフォーレ甲府をホームに迎える。今シーズンの甲府は2017、2018
シーズンに指揮を執った吉田達磨が4年ぶりに監督に復帰した。
「J1昇格を目標に戦い抜く」と話
したように、目標は昨シーズン惜しくも果たせなかったJ1昇格だ。横浜FCが警戒しなければなら
ないのは長谷川元希だ。昨年、法政大学から加入するとシャドーを中心にシーズンを通して主力
として活躍し、36試合7得点とインパクトを残した。今季もここまでチームトップの8ゴールをあげ
ており、甲府の攻撃を牽引している。長谷川を中心とした攻撃陣のタレントを抑え、ボールを奪っ
てから厚みのある攻撃で得点を奪いたい。ホーム戦は残り3試合。勝って昇格へ近づきたい。

RECOMMEND GOODS

おすすめグッズ情報！

フリ丸×ヴァンくん＆フォーレちゃんコラボグッズ発売！！

ヴァンフォーレ甲府マスコットのヴァンくん＆フォーレちゃんとの初のコラボグッズ！

「パンイチ
（パンツ姿）」
のヴァンくんですが、
今回は三角形を散りばめたパンツをイメージしてみました！
販売場所：
★場内バックスタンド11番ゲート付近
「フリ丸×ヴァンくん＆フォーレちゃんコラボグッズブース」
★メインスタンドグッズ売店

※画像はイメージですので実物と異なる場合がございます。

【タオルマフラー】

暑い時期のサッカー観戦には欠
かせない定番アイテムです。
（税込）
●価格：2,500円
●サイズ：約20cm×110cm
●素材：ポリエステル

【クリアマルチケース】

バッグやポケットに入れて持ち運
びやすいサイズ感なのでぜひお
出掛けに持って行ってください！
（税込）
●価格：1,300円
●サイズ：約H110mm×W60mm
（ボタンを外して広げた状態：
約H195mm×W175mm）
●素材：PVC素材/ボールチェーン付き
（シルバー素材）

【ハンドタオル】

バッグやポケットに入れて持ち運
びやすいサイズ感なのでぜひお
出掛けに持って行ってください！
（税込）
●価格：900円
●サイズ：約20cm×20cm
●素材：表面/ポリエステル
裏面/コットン

【キーホルダー】

《「横浜FCガールズDAY2022」EVENT INFORMATION》
【必見】 ⇒ https://www.yokohamafc.com/2022/09/05/220918̲girlsday̲event/
■
「ガールズDAY限定！ベースボールシャツ」
をプレゼント
観戦チケット1枚お持ちの女性お一人様につき、
ベースボールシャツ1枚をお渡しします。
（チケットをお持ちでない未就学児の方は、
配布対象外となります。
）
■ガールズDAYグッズ
●販売場所：場内メインスタンドグッズ売店/場内ホームゴール裏グッズ売店
●時間：15:30〜試合終了30分まで
推しメンポストカード
（投票券付き）
、
推しメンアクリルスタンド、
推しメンフェイ
スタオル、
コンパクトミラー
（ストライプ）
、
クリアポーチ
（ストライプ）
が登場！

推しメンフェイスタオル

★
「横浜FC推しメン投票」
開催！
推しメンポストカード
推しメン
（投票券付き） アクリルスタンド
投票していただいた方の中から抽選で
「あなたのお名前＋1位の選手
直筆サイン入りフォトグッズ
（5名様）
」
などが当たる！
コンパクトミラー
（ストライプ）
投票方法：※投票にはＪリーグＩＤの登録
（無料）
が必要です
１．
会場のQRコードより投票
（１人１票）
２．
会場限定販売の推しメンポストカードについている投票券から
（１枚購入につき投票券１枚付与）
FULIE TEEを着用した選手たちのポストカード。
ブラインドパッケージ販売なのでどの選手が当たるかは開けてからのお楽しみ！
クリアポーチ
（ストライプ）
1選手3種類のポストカードがあるのでぜひコレクションしてください！
●価格：1枚/300円
（税込）
●ラインナップ：全78種類
（26選手×各3種類） ※新加入4選手は含まれておりません
★推しと写真を撮ろう！
「推しメンフォトスポット」
登場
「横浜FC推しメン投票」
フォトスポットとして上位６選手の特大バナーを掲出
推しと写真を撮りましょう！#フリエ女子 #横浜FCガールズDAY を付けてぜひSNSに投稿してください！
★STADIUM GOURMET #スタグル
「三ツ沢横丁」
で、
写真映えする横浜FCカラーのかき氷をはじめ、
ハート型のピザやいちごのタピオカドリンクなど、
女性がお楽しみいただけるメニューをラインナップ！お腹いっぱいになれるガッツリ系メニューもあり！
対象店舗でご購入の女性のお客様にガールズDAYベースボールシャツをイメージした限定ステッカーをプレゼント♪
◆ガールズDAY特設サイト
yokohamafc.com/girls-day-2022
https://www.yokohamafc.com/2022/09/05/220918̲girlsday̲event/

HAMABLUEフラッグDAY！ 横浜FCクラフトビール みなみ区民DAY！
先着7,000名様にHAMABLUE FLAGをプレゼント！ フェスティバル！
横浜FCオリジナルビールはもちろん、神
奈川県下5つのブリュワリーのクラフト
ビールをゲストビールとして迎え、販売
●時間：14:00〜後半キックオフ頃
●場所：場外ホームゴール裏入場ゲート
付近

ぜひお気に入りのバッグに付け
てお出掛けしてみてください！
（税込）
●価格：900円
●サイズ：約7cm×7cm
●素材：アクリル

ホームゲームイベント情報はこちらから▶https://yokohamafc.com/g/220918̲kofu/

★ガチャガチャコーナー
販売場所：場外ホームゴール裏入場ゲート横/場内メインスタンドグッズ売店前

横浜FCあしながドリーム基金

※画像はイメージですので実物と異なる場合がございます。
※モバガチャは9月19日（月）17時より発売いたします

2022
横浜FC

【アクリルヘアゴム】

私たちは横浜FCを応援しています。

ガールズDAYのベースボールシャツと同じストライプ柄に選手イラストが
デザインされたヘアゴムです！

髪を結んだり、手首にブレスレットのように付けたり、タオルマフラーを留
めたり…と色々な使い方ができます◎
●価格：1回/500円
（税込）
●ラインナップ：30選手+フリ丸の全31種類
※9月7日時点の所属選手です
●サイズ：56mm

【アクリルスタンド2ndユニフォームver.】

ぜひコレクションしてください！
●価格：1回/500円
（税込）
●ラインナップ：全30選手
※9月7日時点の所属選手です
※特別指定選手、
2種登録選手は含まれておりません

●お支払い方法
現金
クレジットカード（JCB、VISA、mastercard、AMERICAN EXPRESS、Diners Club）※タッチ決済も可能
QR・バーコード（PayPay、楽天ペイ、au PAY、d払い、Alipay、メルペイ、WeChat Pay、J-Coin Pay）
電子マネー（交通系IC、iD、WAON、nanaco、QUICPay、楽天Edy）

ジャパントータルサービス株式会社
株式会社イーツー・インフォ
株式会社横浜ソイル
三沢電機株式会社
MS神奈川静岡株式会社
エヌ・ケイ・テクノ株式会社
株式会社谷川商店
御菓子司 うさぎや
イー・コネクション株式会社
株式会社ホンマ
山田サービサー総合事務所
首都高メンテナンス神奈川株式会社
株式会社アイネット
旭建設株式会社
株式会社イワサワ
Izakaya さがみ
パナックスジャパン株式会社
株式会社シンワ工業
株式会社シラキ
しなのメンタルクリニック
弁護士法人なかま法律事務所

2022 横浜FC オフィシャルパートナー

横浜FCの「あしながドリーム基金」
を通じた
活動に多くの企業様、団体様、個人の方に
ご賛同いただいています。
本基金は、神奈川県内の養護施設、介護施
設、小学生に向けたホームゲームご招待や、
横浜市内の団体へ新型コロナウイルス対策
支援物資や子どもたちの試合観戦のため
の資金として活用させていただいています。

北海ラーメン蝦夷
石黒秀雄
稲垣薬品興業株式会社
gootara cafe
ロックペイント株式会社
神奈川綜合設備株式会社
株式会社CIJ
株式会社グリフィン・パートナーズ
株式会社スタジオアウパ
株式会社原町加工紙
株式会社西堀競走馬診療所
株式会社キット
渡辺商事株式会社
司法書士田中和亜事務所
原貿易株式会社
有限会社正木建築研究所
たまごcafeごはん
洪福寺松原商店街振興組合
株式会社ダイナネットワークサービス
一般財団法人リスモン財団
株式会社ISP

株式会社アズウィン
保土ケ谷区スポーツ協会
有限会社神中産業
横浜ライト工業株式会社
社会福祉法人日本保育協会横浜支部
鈴木伸彦
株式会社ロマック
株式会社小野ファーム
戸田建設株式会社 横浜支店
株式会社ミツハシ
株式会社ユナイテッドスタイル
有限会社エムワイハウジング
株式会社リトルハピネス
株式会社ティー・アンド・エス・システムズ
野中貿易株式会社
株式会社ユナイテッドスタイル
株式会社デック
共栄産業株式会社
オープンセオリー株式会社
株式会社チケジャム

