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勝点、得失点差、得点、失点、
岐阜戦の戦績（岐阜から視て）
１ Ｇ大阪 46p+24
２ 神戸 44p+17
３ 長崎 36p +4
４ 京都 35p+13
５ 千葉 35p+11
６ 栃木 34p +7
７ 山形 33p+14
８ 福岡 31p +2
９ 岡山 30p +5
10札幌 29p +1
11東京Ｖ 28p +5
12水戸 27p ‑2
13横浜FC26p ‑3
14松本 26p ‑3
15徳島 26p ‑7
16愛媛 24p ‑6
17富山 21p‑11
18熊本 21p‑13
19北九州 20p ‑7
20群馬 19p‑13
21鳥取 19p‑16
22岐阜 17p‑22
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次回HomeGame
第25節 アビスパ福岡戦
7/20（土）19:00
＠岐阜メモリアルセンター
長良川競技場
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2013J.LeagueDivision2
第22節 ガンバ大阪 戦
7/3（水）19:00〜
＠岐阜メモリアルセンター長良川競技場

today's guest : ガンバ大阪

ＦＣ岐阜大好き通信（岐大通）
7/3号
編集発行：
『岐大通』製作委員会
今号の製作担当：
ささたく＆吉田鋳造

2012J1９勝11分14敗 勝ち点38：17
位

1979年のヤンマークラブ（日本リーグ・ヤンマーディーゼル〜現：
セレッソ大阪〜のＢチーム）廃部を受け、監督と一部選手が移って
翌年に松下電器産業サッカー部として発足。奈良県リーグ２部から
スタートし、６年で日本リーグ１部に駆け上がり、創部10年めの
1990年には天皇杯優勝。1993年・Ｊリーグ創設時のいわゆる オリ
ジナル10 のメンバーであり、当初は成績も芳しくなかったが、
2005年についにＪ１初優勝。以後、コンスタントに好成績を残し、
ナビスコ杯優勝１回、天皇杯優勝２回。2008年にはアジアチャンピ
オンズリーグ（ＡＣＬ）を制し、同年のクラブワールドカップで３
位。その後もＡＣＬ出場の常連となる。しかし、2012年には西野監
督の勇退とともに急激に成績が悪化、得失点差がプラスながら17位
でシーズンを終えＪ２に降格となる。（吉田鋳造）
前節、ギラヴァンツ北九州に快勝したＦＣ岐阜。今シーズンの前半戦最後と
なる大事な試合で勝てたのは、非常に大きい。今季初の先制点を挙げ、２点
差以上での勝利は、なんと2010年11月28日の栃木ＳＣ戦以来。残念ながら、
21位だった群馬も勝利したため、最下位脱出とはいかなかったが、現在は21
位に鳥取（勝ち点19）、20位が群馬（勝ち点19）、そして19位が北九州（勝
ち点20
）と、勝ち点差が３以内の（つまり１試合で順位が入れ替わる可能性
のある）チームが増えた。17位の富山（勝ち点21）と18位の熊本（勝ち点21）
も十分に射程圏内だ。６月に入り、３勝１分１敗と調子を上げてきたＦＣ岐
阜。今シーズンの４勝は、どれも複数得点を挙げてのもので、開幕から７試
合連続で無得点と、得点力不足に泣いていたのが信じられないくらいだ。チ
ーム戦術が浸透し、また、勝つことで選手たちに自信がついてきたのが結果
となって現れてきているのだろう。とはいえ、油断は禁物。長いシーズンは
半分を折り返したばかり。今後も、気を引き締めて、ひたむきに走り抜いて、
勝利に貪欲に、最後まで戦い抜いて欲しい。
さて、後半戦最初の対戦相手は、現在首位のガンバ大阪。言わずとしれた、
Ｊ創設 オリジナル１０のひとつで、「Ｊ２に降格したのが謎」と言われ
るほどの強豪チームだ。日本代表の 不動の司令塔 ＃７ＭＦ遠藤保仁と＃
15今野泰幸を擁し（現在、レギュラークラスの日本代表が２人もいる国内チ
ームはガンバだけだ）、他にも綺羅星のごとく、才能あるスター選手がずら
りと揃っている。その証拠に、前節の徳島戦でも、遠藤、今野をコンフェデ
杯（の後の休養）で欠き、現在リーグ得点王のレアンドロと家長を累積警告
で欠き、つまりレギュラー４人が不在な状況でも、２−０で快勝している。
今節は、レアンドロと家長は６月末で契約が切れたため退団しているが、遠
藤と今野は復帰すると見られ、そのガンバに岐阜がどのように戦うのかが注
目ポイントだ。攻撃力が持ち味のガンバ。これを守る岐阜のＤＦ陣は、今節
＃３デズモンドが累積警告で出場停止。その穴を誰が埋めるのか、怪我で戦
線を離脱している＃４田中や＃５関田の復帰が間に合うのか、そして重厚な
攻撃を防ぎきることができるのか、が大きなポイントだろう。また、前回対
戦した5/3のアウェイ戦では、ほぼ「何もさせてもらえなかった」けれど、
ガンバの守備に隙が空く時があり、その隙を攻撃陣が上手く突いて得点を奪
うことができれば、勝機も見えてくる。
また、ガンバ大阪の長谷川健太監督とＦＣ岐阜の行徳浩二監督は、2005年〜
2010年の間、清水エスパルスの監督とユース監督として、共に仕事をした仲
だ。（ちなみに、現在はガンバ大阪のアシスタントコーチである小井土正亮
コーチは、当時も清水で長谷川監督の元でアシスタントコーチを務めていた、
岐阜市出身の元Ｊリーガーだ。） お互いをよく知る監督同士の対戦、采配
も大きな見所だろう。
中４日のハードスケジュールでの強豪との対戦。選手たちのコンディション
も相当厳しいだろう。でも、逆に言えば、その厳しい状況はガンバも同じ。
ガンバのサポーターも大挙してやって来ることが想定されるが、ここはホー
ム・長良川。無様に負けることは許されない。この後半戦いきなりの大一番、
僕らの大きな声援と拍手で岐阜の選手たちを後押しして、ガンバをぎゃふん
と言わせてやろうじゃないか。（ささたく）

【第21節】岐阜3‑1北九州
●キックオフ早々の水野の鮮やかなミドルシュート。プロ
初ゴールということで喜び方が初々しかったな（笑）。ま
た３点目の染矢のシュート、あの場面は樋口が頑張ってク
ロスを入れて清本が綺麗にヒールで落とした時点で勝負あ
りだったかな。非常に連動性の高いゴールで、ウチでこん
なゴールを決められるのかと（笑）。
スコアこそ３−１だったが、池元のＰＫを決められていた
ら、また後半のクロスバーに当てた富士のシュートが決ま
っていたらと思うと、そしてイージーなミスから失点とＰ
Ｋを与えていることを考えると、決して完勝というわけで
はないし、課題は山積していると思う。あとは行徳さんの
選手交代のタイミングかなぁ…。決して積極的な手の打ち
方をされる感じではないので。
しかしながら新井は９０分やれるメドはついたし、秀人や
関田、ハンジェら怪我人が戻ってくればそこそこやれる感
じにはなってくるかと。また移籍ウィンドウがあれば、そ
れなりの動きがあるであろう。６月を３勝１敗１分で乗り
切ったＦＣ岐阜これから暑い夏に向けて、更なる反攻を期
待したい。
さぁ今日はＧ大阪戦 今日から日本代表の遠藤と今野が復
帰ということで、いろいろと注目の一戦になるであろう。
厳しい戦いになるのは間違いないが、ここは我らのホーム
長良川。走って走って走りまくって、相手をギャフンと言
わせてやろう！
（岐阜の誇り）
●アディショナルタイムに入る前から始まったアイーダ
（♪オッ、オ〜、オオオ、オッオッオ〜（中略）エフシギ
フッ！エフシギフッ！エフシギ〜フというチャント）。ソ
メのダメ押しが決まって、しかもそれが樋口、タクミとの
美しい流れからのゴールだったんで、歌いだされるのもわ
かるが、「いや、さすがにまだ早いんじゃないの？」とた
めらってしまって、結局終了の笛が鳴らされるまで歌えな
かったチキン野郎はボクです（笑）。
今季初のホーム連勝。しかも、前節があんな負け方だった
だけにそれを払拭できた印象。しかも、開始早々の泰輔の
ファンタスティックなミドルからスタートして、またまた
残念なミスからの失点。そして、ちょっと不満の残るＰＫ
を、もはや神認定レベルの時久が軽く！セーブしてくれた
おかげで、北九州に持ってかれそうだった流れを再び引き
寄せることができた。ありがとう！省吾！！
失点シーンを含み守備にはいくつかところどころに不満は
残るけれども、攻撃の面ではたくさんのいい場面、可能性
を見せてもらえたように思う。樋口の労を惜しまない走り
に加え、美尾ばかりか森安も攻撃に絡めるようになってき
たし、セットプレーでの新井の高さは得点の匂いを感じさ
せる。そして、この日の染矢は言うことなし。攻守ともに
輝いていた。マンオブザマッチを選ぶなら、ＰＫを止めて
流れを引き寄せた時久も候補だけど、やっぱり染矢だろう
なぁ。
それから、ものすごくワクワクさせてくれた泰輔。先制点
もさることながら、後半の始めあたりで見せてくれたあの
トラップ。バクスタ側のライン際。後ろからフィードされ
たロングボールを右足でいとも簡単に止めて、さりげなく
次のプレーに移行した場面。間近で見ていて思わず声が出
てしまった。交替するまで、十分走れていたし、どうやら
ボチボチＪ２にカラダが馴染んできたかな？さらに、交替
で出てきたタクミもイイ出来だったし、これで柴原の闘争
心にも火が点いてポテンシャルを発揮してくれるようにな
ると、攻撃に関してはものすごく楽しみになってくる。染
矢、美尾、樋口に森安、新が絡んで、幅と奥行きのある攻
撃。これが妄想でなく早く現実のものとなるように願って
いるよ。
勝ったとはいえ、順位は変わらないまま前半戦が終了。し

かも、後半戦はアタマから強豪との連戦が続く。それでも、
昨季はことごとくやられていた順位の近い負けれられない
相手には勝てている。折り返し直後の２試合で勝ち点を奪
えれば苦境を脱することが可能。強豪とはいえ同じＪ２。
実際勝ち点を奪った下位のクラブもいるワケだし、決して
臆する必要はない。しかも、前半戦での試合は負けている。
このまま、やられっぱなしで終わるワケにはいかない。今
度は最初っから「アイーダ」を歌う。負けられない戦いは、
まだまだ続く。（ぐん、）
●祝・ホーム２連勝！！ いやー、この勝利は本当にデカ
イ。群馬も勝ったから最下位脱出とはならなかったけど、
下位グループの差を縮める価値ある勝利。それに、今季の
観客最高人数5,211人だった前回の長崎戦に続き、観客数３
位（２位は開幕戦5,006人）の4,801人での北九州戦での勝
利。前回の試合終了直前の逆転勝利もいいけれど、ちゃん
と先制点を奪って、（一旦追いつかれたけれど）突き放し、
トドメを刺して２点差で勝つってのは、（『長良川劇場』
的要素を含みつつも）実に力強い勝ち方だった。複数得点
差での勝利は、なんと2010年のホーム最終戦・メドウでの
栃木戦以来、２年半振りってんだから、そりゃ確かに久し
ぶりだよな、試合中に歌うアイーダ（※勝った時に岐阜サ
ポが歌うチャント。つまり、試合中に歌うということは敵
味方に「よし今日は勝ったぞ（だからきちんと終わろう）」
と言うような意味合い）も…（苦笑）。
試合開始４分の、＃28水野泰輔の先制ゴールは素晴らしか
った。ちょうど僕は泰輔のシュート軌道を真後ろの位置か
ら見えていたので、その弾道がはっきり見えた。撃った瞬
間に「あ、こりゃ入るわ」って判る美しい軌道。さすがは
（2011年のユース選手権で優勝した）名古屋ユースの＃10。
移籍したきた当初はフィジカル的にまだ弱いかな？って思
ってたけど、今日の試合では当たり負けしなくなってきて
たし、ガムシャラに走ってた。それに、ゴールした時は素
直に感情を爆発させてたし、試合後のインタビューもニコ
ニコだったし、なにより、後半には僕ら岐阜サポを もっ
と応援してくれ とばかりに煽ってくれた。そーいえば鳥
取戦でも勝利後の挨拶で、ラインダンスして大はしゃぎし
てたっけ…（笑）。こういう選手は、サポに人気出るよね。
少なくとも僕は大好きだ（笑）。今後も素晴らしい活躍で
チームに貢献してほしいと思う。
それにしても、 神様、仏様、時久様 のありがたみとき
たら。デズモンドがＰＫを献上しても「でもまぁ、時久な
ら止めるよね」って雰囲気になって、それでホントに止め
ちゃうなんて、まさに 守護神 。これで今季止めたＰＫ
が、７本中６本（普通は、７本中６本は決められる）だっ
てんだから、神がかっているとしか思えない。それでいて、
「ＰＫは特に得意ではありません（笑）」だなんて、他の
ＧＫに失礼じゃないか（笑）。なんか、時久のせい（？）
で「ＰＫってのは止めるもの」って、おかしな感覚になっ
ちゃったじゃないか！おかげで染矢がＰＫ蹴る時に「ホン
トに入るのかな…」って、もの凄く不安になっちゃったじ
ゃないか！（苦笑）
とはいえ、問題点がなかった訳でもない。特に守備。失点
シーンは簡単なミスからボールを奪われてのものだった。
（そしてまた、ゴールを決められたのが 岐阜の救世主
池元だってんだから、余計に悔しい。それにしても池元に
は、去年も一昨年も決められてる。まさかＪＦＬ昇格のお
礼にゴールを献上してるのか？（苦笑）） 他にもフワフ
ワとしたというか経験不足というか、危ういプレーが目立
った。クロスバーに救われたシーンもあったし、やはり、
ＤＦリーダーの＃４田中秀人が負傷で欠場しているのが響
いてるんだろうか？ここは勝っても猛省して、守備の立て
直しをしっかりとやってほしい。
開幕から３ヶ月で１勝しかできなかったのに、６月には３

【ユース】２連勝！
勝できて、選手たちに自信がついてきたんだと思う。サッ
カーってのは本当にメンタルなスポーツで、その自信が僅
かなプレーの差になり、それが大きく試合の結果に繋がっ
てくる。エンジンがかかってきた（と思える）ＦＣ岐阜。
シーズン後半戦に向けて、反撃の狼煙をあげよう。これか
らは、もっと勝ってほしいよね！期待してますよ！
（ささたく）
●「『アイーダ』歌うの、早くない？」と思った。２−１
とリードして後半の終了近く、樋口→清本→染矢と流れる
ようにパスで相手を崩してのゴールで３−１。歓喜の輪が
解けて、試合が再開するとバックスタンドの岐阜サポータ
ーから『アイーダ』が歌われ始めた。ＦＣ岐阜の 勝利
のテーマ、歌劇『アイーダ』の「凱旋行進曲」。リードし
ていても、「まだわからない」という時には歌われない。
バックスタンドの岐阜サポーターも２点差になって勝利を
確信したのか。でも、帰宅して録画で確認したら『アイー
ダ』開始は88分だった。やっぱり早いよ（笑）。
でも、理解は出来た。２点差をつけて後半アディショナル
タイムを迎える試合展開は、2010年のホーム最終戦、栃木
戦を４−２でモノにして以来、実に２年半ぶり。サポータ
ーも『アイーダ』を歌いたくて歌いたくてしょうがなかっ
たのだろう。
試合開始数分での水野の目の覚めるようなミドル。今シー
ズン初の 先制点 。しかし、前節・札幌戦での破綻した
ＤＦは修正しきれたわけではなく、バタバタした守備から
しっかり詰めていた池元に押し込まれて同点に。その後は、
デズ・益山・新井の３バックの裏を狙って執拗にスピード
勝負を仕掛けられる、ガマンの展開。そんな中で、微妙な
判定で北九州にＰＫが与えられる。チャージに行ったデズ
の軸足はエリア外、かかった足はライン上。最初、主審は
エリア外からのＦＫを指示したように見えたくらい。しか
し、ここで本領発揮（？）したのがＧＫ時久。今季、これ
まで６回の被ＰＫで１回しか決められてない彼はこのピン
チでもしっかりとセーブしてしまう。これで阻止率85.7％。
ちょっとあり得ない数字だ。
後半のなかばになると北九州の中盤の運動量が明らかに落
ち、セカンドボールが拾えて岐阜のチャンスが増える。森
安→樋口→森安のワンツーから惜しいミドルもあった。そ
して今度は岐阜にＰＫが与えられる。前半の北九州のＰＫ
と同じく、「チャージに行ったＤＦの軸足はエリア外、か
かった足はライン上」。岐阜のＰＫは染矢がしっかり決め
て勝ち越しに成功。終了近くには冒頭に書いた綺麗に崩し
ての染矢の２ゴール目。そして歓喜の『アイーダ』が始ま
った。
決して「完勝」ではないし「快勝」でもないし「劇的」で
もない。かといって「薄氷の勝利」でもない。いわば「普
通の勝利」。21位・群馬も勝ったために最下位でのシーズ
ン折り返しとなったが、リーグ下位勢との差はずいぶん縮
まった。ここに来て、ようやく３バックでの攻守もカタチ
が見え始めた。スペースを作るようなパスワークも出来る
ようになってきた。作るのに21試合もかかってしまったの
は問題だが（苦笑）、振り返っても過去の戦績が変わるわ
けではない。反撃はこれからだ。（吉田鋳造）

●我らがＦＣ岐阜ユースU‑18（以下ＦＣ岐阜ユース）は、
６月30日にＧ１リーグ第６節関商工戦が長良川球技メドウ
で有りました。この日は午後のみ観戦に行く事が出来まし
た。ぎふチャンで選手たちが観戦を呼びかけていた影響も
有ってか、思った以上の観客が見守る中試合は行われまし
た。
前半は０対０のスコアレス。試合のペースはＦＣ岐阜ユー
スが掴んでいたと現場で聞きました。後半は関商工ボール
でＫＯ。どちらかと言うとＦＣ岐阜ユースの方が相手ゴー
ル前にボールを運べてるかな？という印象でした。そして
後半15分、ＦＣ岐阜ユースが右サイドからゴール前に蹴り
こんだボールに対して敵味方混戦状態の中で気が付いたら
関商工のゴールネットが揺れていました。オウンゴール気
味に見えましたが、夕方に更新されたＦＣ岐阜の公式サイ
トではＦＣ岐阜ユースの選手の得点になっていましたね。
おめでとう！
その後はＦＣ岐阜ユースがボールを支配する展開が多く、
早いうちに追加点が欲しいな〜と思っていた早々の後半23
分に相手の一瞬の隙をついてＤＦの裏に抜け出す事に成功
したＦＣ岐阜ユースの10番が関商工のＧＫとの一対一を冷
静に流し込んで技有りのゴールで追加点。ＦＣ岐阜ユース
は２対０と点差を拡げる事に成功します。
その後は個々の局面でボールの支配に成功して相手ゴール
前に持ち込もうとするＦＣ岐阜ユースと、相手のミスでボ
ールを抑えたらカウンター狙いで一斉に前線に向けて走る
関商工は双方とも追加点を挙げる事が出来ず、タイムアッ
プ。ＦＣ岐阜ユースは２連勝を成し遂げました！（拍手＆
嬉し涙）
ＦＣ岐阜ユースの選手達は自信を持ってプレーする事が出
来、それが得点・結果に繋がったのが良かったと思います。
一方の関商工は学校行事の為にコンディション不良だった
との話も有りましたが、残念な結果となりました。
これでＦＣ岐阜ユースは２勝１分４敗の勝ち点７となりま
した。この記事を書いている時点（日曜夜）で他の試合の
結果が不明な為にはっきりとは判りませんが、まだ順位は
７位のままの筈ですが、大分上位との差が縮まっていると
思われます。
次節は７月６日（土）に岐阜工業との対戦になります。貪
欲に勝利を目指せ！応援しているからな！！ＦＯＲＺＡ！
ＦＣ岐阜ユース！！（シュナ）

岡田歯科医院
本庄工業株式会社
http:
//www.
honj
o‑woodream.
com/

岐阜市加納新本町1‑23
te
l:058‑273‑8998

「いらっしゃいませ」より
「おかえりなさい」が似合う
アットホームな韓国料理店。

『チヂミ屋』は
JR岐阜・名鉄岐阜駅から
徒歩３分。
休：月曜（定休日が変わりました！）

何も無い店だけど・・
心の花が咲く・・
何も無い店だけど・・・
心 癒される・・
忘れかけていた喫茶店がある
岐阜市昭和町３丁目（木ノ本公園東）
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■個人チャント

ネットを揺らせユーラユーラー

11
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27

LastUpDate 13/04/28

時久省吾 時久省吾 時久省吾 時久省吾

28 水野 泰輔（みずの たいすけ） 【たいすけ！●●●】
29 柴原 誠（しばはら まこと） 【しばはら！●●●】
31 時久 省吾（ときひさ しょうご） 【ときひさ！●●●】

新井 辰也（あらい たつや） 【あらい！●●●】
太田 岳志（おおた がくじ） 【がくじ！●●●】
レモス 【レ！モス！●●】
森安 洋文（もりやす ひろふみ） 【もりやす！●●●】
森安 森安 ラー ラーラー ラーラーラー
岐阜のためーに 駆けー抜けろ 森安洋文
尾泉 大樹（おいずみ だいき） 【おいずみ！●●●】
バモ尾泉 ラーラ ラララララ バモ尾泉 ラーラ ララー
清本 拓己（きよもと たくみ） 【たくみ！●●●】
中島 康平（なかしま こうへい） 【なかしま！●●●】
樋口 寛規（ひぐち ひろき） 【ひぐち！●●●】
オーオ－ 樋口寛規 オーオ－ 樋口寛規
さあ行こう 熱い気持ち胸に

18 杉本 浩之（すぎもと ひろゆき） 【すぎもと！●●●】
19 益山 司（ますやま つかさ） 【つかさ！●●●】
益山司 オー オォォ オーオー 俺らの司 岐阜の司

美尾 敦（みお あつし） 【み お あつし！●●●●】
美尾敦 美尾敦 美尾敦 アレ美尾敦
染矢 一樹（そめや かずき） 【そめや！●●●】
ゆけーゆけー バモ染矢 ゆけーゆけー バモ染矢
岐阜の韋駄天(いだてん) バモ染矢 オーレッ！！ バモ染矢
井上 平（いのうえ たいら） 【た！い！ら！た！い！ら！】
オーオ－ タイラ 井上タイラ タイラ ゲットゴール タ・イ・ラー
山崎 正登（やまざき まさと） 【やまざき！●●●】
バーモ やーまざきまさとー バーモ やーまざきまさとー
平野 又三（ひらの またぞう） 【またぞう！●●●】
野垣内 俊（のがいと しゅん） 【のがいと！●●●】
オーオー 野垣内俊 共に どこまでーもー
オーオー 野垣内俊 いこうぜ ララララーラー

9 ファビオ 【ファ！ビ！オ！●●】
10

8 李 漢宰（リ

7

6

5

3
4

2

■得点時チャント

※みんなでタオルや旗を振りながら歌いましょう。

ラララーララ ラーラー ラララー ラララーララ ラララー ラーラー
ラララーララ ラーラー ラララー ラララーララ ラララー ゲッタゴール！

■タオル振りチャント

エーフ シー ギーフ ゲットゴール！ ゲットゴール ゲットゴーォーール！

■モリヤマ（CULTURE CLUB/Karma Chameleon）
ネットを揺らせユーラユーラ

■ネットを揺らせ（郷ひろみ/誘われてフラメンコ）
■俺らは歌う

ラララーラ ラーラ ララ
フォルツァ 岐阜 フォルツァ 岐阜

ラララ俺らは歌う 岐阜の誇り(ほこり)胸に
友の勝利を信じ 熱く声を響かせるのさ

■ザンクトパウリ
ラララーラ ラーラ ララ
ラララーラ ラーラ ララ

■俺たちと共に （オリジナル）
オーオー エフシー岐阜 おーれーたーちと とーもにー
オーオー エフシー岐阜 すべてをかけー たたかえー

■負けられない戦い（PET SHOP BOYS/Go West）
オーオー！ バモ岐阜 オレ オーオー！ バモ岐阜 オレ
負けられない戦い 魂(たましい)込め 戦え

■情熱を胸に （オリジナル）
燃えたぎる情熱（じょうねつ）をー その胸に持ち 戦え
恐れず（おそれず） 前を向き ゴールを奪え（うばえ）ー

■アレ岐阜
アレアレー アレアレー アレアレ岐阜アーレー
アレアレー アレアレー アレアレ岐阜アーレー

■アツく闘え
オーオー オォォォ 友よ さぁ 俺達と共にー
オーオー オォォォ 友よ アーツく 闘えー

■ＦＯＲＺＡ ＦＣ岐阜
ラーラ ラーララーラ ラーラー ラーラ ラーララーラ ラーー
フォルツァ ＦＣ岐阜！ フォルツァ ＦＣ岐阜！
フォルツァ 岐阜 フォルツァ ＦＣ岐阜！

■アイーダ（凱旋行進曲） （Giuseppe Verdi/Grand March (from aïda)）
オーオー オォオオッオッオッ オォオオーオオー オォオーオオー
ＦＣ岐阜！ ＦＣ岐阜！ ＦＣぎーーーっふ！
オーォ オーォ 俺らの誇り(ほこり) オーォ オーォ 岐阜の誇り（ほこり）

■俺らの誇り 【アイーダ→万歳四唱からのつづきで】
■シャナナ （ＭＩＮＭＩ/シャナナ）
ラララララララー ラーラー ラーラーラー 岐！阜！
ラララララララー ラーラー ラーラーラー 岐！阜！

■SUNRIZE GREEN （LINDBERG/SUNSET BLUE）
行け 行け われらが ＦＣ岐阜
We are GIFU，We love GIFU，Let's Go！ ＦＣ岐阜
行け 行け われらが ＦＣ岐阜
支え続け－るから （オイ！オイ！オイオイオイオイ！）

高木 貴弘（たかぎ たかひろ） 【たかひろ！●●●】
高木貴弘 オオオーオーオォー 高木貴弘 オーオーオォー
杉山 新（すぎやま あらた） 【あらた！●●●】
あーらーた 杉山新 杉山新 杉山新
デズモンド 【デズモンド オレ！● ● ●●●】
田中 秀人（たなか しゅうと） 【たなーかしゅうと！● ● ●●●】
田中秀人 ラララーラーラーラーララー
田中秀人 ラーラーラーラララララー
関田 寛士（せきた ひろし） 【せきた！●●●】
バーモ 関田寛士 オオオォー オオオォー
服部 年宏（はっとり としひろ） 【はっとり！●●●】
服部年宏 服部年宏 オォオー 熱い 魂(たましい)
地主園 秀美（じぬしぞの ひでみ） 【ゾノ！ゾノ！ゾノ！●●●】
地主園秀美 地主園秀美 地主園秀美 俺達と共に
ハンジェ） 【リハンジェ！●●●】
ハーンジェー リ・ハーンジェー ハーンジェー オレーオレー

■ゲットゴール！！

ＦＣ岐阜 2013 応援ソング チャント サポートソング集
※試合が始まります。みんなで手拍子をしてスタジアムを盛り上げましょう。

■チームコール【試合開始前】
オーイ！●●●、オーイ！●●●、
オイ！●、オイ！●、オーーフォルツァ岐阜！

■チームチャント【選手入場時】
※タオルマフラーや旗、ゲートフラッグ等を掲げて選手を迎えましょう。

■日曜日よりの使者（ザ・ハイロウズ/日曜日よりの使者）
We are 岐阜 We are THE GIFU ラララー ララララー
We are 岐阜 We are THE GIFU ラララー ララララー（ギ･フ！）

■チームコール

（水森亜土/すきすきソング）

１） ＦＣ岐阜コール・その１ 【通常】
エフ！ シー！ ギフッ！！● ● ●●●
２） ＦＣ岐阜コール・その２ 【チャンス後】
ギーフッ●●● ギーフッ●●● ギーフッ●●● ギーフッ
３） ＦＣ岐阜コール・その３ 【チャンスシーン】
ゴール！ ゴール！ エフシぎっふ！●●
４） ＦＣ岐阜コール・その４ 【ボール保持時】
バ！ モ！ ギ！フ！●●●
５） ＦＣ岐阜コール・その５ 【WE ARE GIFU】
ウィー！ アー！ 岐阜！●● ●● ●

■チームチャント
■ＦＣ岐阜 We Love You
オッオッ オーオｫ オッオッオーオｫ オォォォー（エフシー ギフ！）
オッオッ オーオｫ オッオッオーオｫ オォォォー（エフシー ギフ！）
ＦＣ岐阜 ＦＣ岐阜 We Love You （オイ！オイ！オイ！オイ！）

■エンターテイナー （S.JOPLIN/The Entertainer）
オー オォーオォーオォー Oh エフシ岐阜アーレー
オー オォーオォーオォー Oh エフシ岐阜アーレー
さぁ 胸を張って 戦おうぜ 緑の勇者（ゆうしゃ） アーレー

■ナダレ （Vago y Atorrante）
バモ岐阜バモ 友よ さあ行こう ナダレろ 暴れろ われらと
熱い気持ち バモ岐阜バモ いざ 今戦おう

■誇り胸に （Hay che bostero）
俺達が 共にいる どんな時も お前と
今ここで みせろ岐阜 誇り（ほこり）胸に 戦え

■漢なら （オリジナル）
共にいこうぜ われらと ラララ ラーラーラ ラーラー
共に闘え(たたかえ) われらと
ラララ ラーラーララー
勝利をつかめ きみが漢(おとこ)なら
バモ バモ GOLAZO（ゴラッソ）！ ラララ ラーラーララー

■我ら岐阜（İsmail Hakkı bey/トルコ軍隊行進曲：Ceddin Deden）
WE ARE GIFU WE ARE GIFU ララーラ ラララララー
おお友よ いざゆかん 時が今ここに さぁ誇り（ほこり）高き われら岐阜

■ラララ岐阜（フライブルク）
ラーララーラーラー ラーララーラーラー
ラーララーラーラー ラーララーラ ラーラーラ 岐阜！

■勝利のチャント

■Boys In Green （Basshunter/I can walk on walter, I can fly）
■勝利の賛歌（オリジナル）

※試合に勝った喜びを、高らかに歌いましょう。

魂（たましい）尽きる(つきる)ーまで 駆けろ(かけろ)星へ友よ
勇気（ゆうき）胸にー抱き(だき) 信じてーいるBoys In Green
（Boca Juniors/La 12）

WE ARE GIFU 共に われらは 歌う
WE ARE GIFU ここに 勝利の賛歌（さんか）を
緑の友を われらは誇り（ほこり） 歓喜（かんき）の叫びで 大地よ震えろ（ふるえろ）
勇ましき（いさましき） われら岐阜 絆（きずな）よ 永久（とわ）に オー

（＊）最初はこの歌詞で拍手し、次は「ラ」で歌い跳ねる。繰り返し

■輝く聖地

ここはオレらの長良川 何も恐れることないのさ
La 長良川 輝く聖地 オレたちと共に行こう
アレアーレオー アレアーレオー アレアーレオー アレアーレオー

