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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 50p+27
２ 神戸 50p+19
３ 長崎 45p +7
４ 千葉 44p+18
５ 京都 42p+20
６ 福岡 37p +2
７ 栃木 35p +3
８ 徳島 35p ‑2
９ 岡山 34p +5
10山形 33p +9
11松本 33p +2
12水戸 33p ‑2
13札幌 32p +2
14東京Ｖ 32p +1
15横浜FC31p ‑1
16愛媛 25p‑10
17鳥取 24p‑15
18熊本 23p‑16
19富山 22p‑13
20北九州 21p‑10
21群馬 19p‑16
22岐阜 18p‑30
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次回HomeGame
第28節 ヴィッセル神戸戦
8/11（日）18:00
＠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

today's guest : アビスパ福岡

ＦＣ岐阜大好き通信（岐大通）
7/20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14分19敗 勝ち点41：18位

1982年に静岡県藤枝市で結成された『中央防犯サッカー部』は静岡
県中西部リーグ３部からスタートして創部からわずか10年で「日本
リーグ（ＪＳＬ）２部」にたどりつく。Ｊリーグ参入を念頭に『藤
枝ブルックス』となった1994年はセレッソ大阪や柏レイソルと熾烈
な上位争いを展開（24勝６敗で３位）。翌年に福岡に移転し『福岡
ブルックス』としてＪＦＬ優勝、Ｊ参入を果たすと同時『アビスパ
福岡』となる。
参入後は毎年苦戦が続いたが、1998年のＪ２創設時に行われた『Ｊ
１参入決定戦』でもしぶとく生き残り、アビスパのグッズが「 落
ちない お守り」として受験生から注目されるまでになった。しか
し、ついに2001年シーズンを総合15位で終えてＪ２降格。以後、２
度のＪ１昇格とＪ２降格を経験する。最高位は2000年のＪ１・総合
12位。（吉田鋳造）
ホームでのガンバ大阪、アウェイでの京都サンガＦ.Ｃ.と、上位チームに２
連敗した後、アウェイでのロアッソ熊本に引き分けたＦＣ岐阜。試合開始す
ぐの失点を、試合終了直前になんとか追いついたという点でも、「最低限の
結果」を残せたと考えていいだろう。残念ながら順位は相変わらずの最下位
だが、勝ち点１を積み上げて18としたことで、21位群馬（勝ち点19）との差
も縮めることができた。少しずつでも勝ち点差を縮め、追いつき、逆転する
ためにも、この勝ち点１には大きな意味があるだろう。
さて、アウェイ２連戦の後、ホーム長良川に戻ってきて、今節の対戦相手は
アビスパ福岡。昨年、Ｊ１から降格してクラブ史上最低の18位という成績に
終わっていたが、マリヤン・プシュニク監督の下でチームを再建させ、現在
は６位とプレーオフ圏内に入っている上位チームだ。チーム総得点は25点
（リーグ16位）とそれぼど多くはないが、総失点が22点（リーグ２位タイ）
と、安定した守備で勝ち点を稼いでいる。ならば、失点は禁物。特に最近の
ＦＣ岐阜は試合の入り方が悪く、序盤に失点していることが多い。まずは、
この失点癖を修正することが、試合を制するために何よりも重要だ。＃10城
後や＃11坂田、＃16石津といった選手をどうやって岐阜の守備陣が防ぐのか、
そして、攻撃陣がアビスパの堅い守備をどうやって攻略するか。厳しい試合
になるだろう。
ＦＣ岐阜とアビスパ福岡の通算対戦成績は３勝２分６敗。しかし、アウェイ
・レベスタでは３勝１分２敗なのに対し、何故かホームでは０勝１分４敗と
分が悪い。ここは何としても、ホーム長良川での初勝利が欲しいところだ。
梅雨明けして初のホーム戦。ナイトゲームとはいえ、岐阜特有の蒸し暑い天
候で選手たちの消耗も激しい試合になることだろう。しかし、だからこそ
「最後までひたむきに走り抜くサッカー」が有効だ。勝利を目指して粘り強
く守り、ひたむきに走り、最後には勝つ。そうした『長良川劇場』を、選手
たちは僕らに見せてほしい。そして僕らも、選手に走る力を与えるため、精
一杯の声援と拍手を送ろうじゃないか。
また、7/19(金)から移籍ウインドウが開き、ＦＣ岐阜にも新戦力として、
＃30ＦＷ中村祐輝（東欧のクラブを渡り歩いた、清水ユース出身の26歳）、
＃32ＭＦド・ドンヒョン（U‑19韓国代表経験のある、豪州強豪チームに在籍
していた19歳）、＃33ＦＷヴィンセント・ケイン（U‑20ニュージーランド代
表経験を持ち、セレッソや鳥取にも在籍していた日本人とのハーフの24歳）
の３名が加入した。彼らがチームを活性化させ、後半の巻き返しに貢献して
くれることを期待したい。（ささたく）

岡田歯科医院
岐阜市加納新本町1‑23
tel: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！）

【第22節】岐阜2‑8Ｇ大阪
●なんとか、がんばって持ちこたえてくれていた空もとう
とうガマンができずに降り出してしまった雨。いつも通っ
ている人たちはもとより、初めて観戦に訪れた方たちにと
っても残念な天気。それでも、野球場を越えテニスコート
まで連なった入場待機列なんて初めて目の当たりにしたし、
当然入場者数は記録更新。いろんな期待を抱いて集まった
観客の前で、天候を味方にしたもう一つの大阪との試合の
ような劇的な結末を思い浮かべて臨んだのだけれども、ま
さか始まって10分も立たないうちに唇をキツく噛みしめる
ことになることまでは、さすがに予想していなかった。
アニメ化もされた人気のサッカー漫画の主人公が言った
「雨の日にはテクニックのあるヤツが……」云々というセ
リフを目の当たりにすることになってしまったワケだ。ガ
ンバの選手達も前節までにＪ２の全クラブと対戦して、こ
こまでサクサクッと得点できたのは初めてだったんじゃな
いだろうか？８失点はＪ２記録の更新（当然、得点も新記
録）。点差こそ記録に関係なかったけど、６点差はクラブ
史上４回目（広島１−７、セレッソ０−６、湘南１−７）。
合わせて１０ものゴールが決まる試合なんてめったにない
から、訪れた人の記憶には残る試合になったといえるのか
もしれない。
クラブ史上最多の観客の前、しかもホーム長良川で腰の引
けた試合をするわけにはいかない。そんな気合を胸に挑ん
だからこそ２点を奪えたといえるのかもしれない。８点も
取られたとはいえ、過去の６点差の敗戦より思いのほかダ
メージが少ない感じがするのは、前半の内に１点を返し、
さらに後半にも追加点を挙げたからだと思う。そして、贔
屓目に見てあと２点は取れたんじゃないかと思えることが
要因かな？しかし、相手にもあと３〜４点決められてもお
かしくなかった。２点目の樋口のゴールもつい最近どこか
で見たようなＤＦのチョンボからだったし、８点も取って
かなり気が緩んでいたのかもしれない。
せっかくこんなにたくさんの方が観戦に来てくれたのに、
こんな試合じゃリピーターにはなってもらえないよな〜と
ガッカリしていたのだけど、聞こえてくる限りじゃそれな
りに楽しんではもらえたようだ。それから、屋台村の各店
舗がいつもより潤ってくれたんなら、こんな結果でも救い
はあるんだけど……。どうだったのかな？
まぁ、ほっといても次の試合はやってくる。この日の試合
に懲りずに観戦に訪れた方に「もう一度見に来たい！岐阜
が勝つのって楽しい！！」そう思ってもらえるような試合
をしてほしい。（ぐん、）
●いつものように試合開始の２時間半前から『岐大通』を
配り始めたのだけど、 異変 はその時点で感じ取れてい
た。とても水曜日の試合とは思えないほどの、一般入場の
お客さんの列。なんでも、列は陸上競技場の正面から野球
場を過ぎてテニスコート付近まで伸びていたらしい。
コンフェデ杯で日本代表として戦っていた遠藤と今野はこ
の試合からガンバに復帰。攻撃陣では、家長・レアンドロ
・宇佐美も不在。これは、もしかしたらもしか出来るんで
はないか？という淡〜い期待は、まさに顔料レベルの細か
さにまで砕かれてすり潰されてしまった。
遠藤は中盤の底の位置から岐阜のＤＦを弄ぶかのように自
在にボールを出し入れする。試合後に新井が「中に絞ると
サイドを使われ、サイドを意識すると中にスルーパスを通
される」と話していたけど、実際のところ遠藤はアジア各
国のＡ代表を手玉に取るほどの選手なのだから、残念だけ
ど岐阜の守備力でどうこうなるというものでもなかったの
だろう。
でも、「それにしても８点は取られ過ぎ」と思うかもしれ
ない。もちろん、ベッタベタのペッタンコに引いて守れば
失点は３点くらいに収まったかもしれない。けど、そうし

たら２点を獲ることは出来なかっただろう。シュートだっ
て何本撃てたか。
８失点のうち７点は納得出来る。ポイントは前半終了間際
の４失点目。たしかに主審の笛は非常に紛らわしかった
（長良川のスタジアムＤＪもスカパーの中継も『前半終了』
だと勘違いした）し、樋口に警告を出しながらガンバのク
イックスタートを止めなかった。でも、クイックスタート
をしたからといってガンバ側が警告を受けるわけではない。
プレーを止められるだけ。そういう部分でもガンバはした
たかだった。（吉田鋳造）

【第23節】京都2‑0岐阜
●う〜ん、なんで新井を替えたのかな？疑問な点はそれだ
け。ウチの中じゃ守備で奮闘してたように見えたし、大作
戦要員としても必要な選手。ホント、なんで替えたかね？
あとは何にも。負けるべくして負けた。そんな試合だった。
前節があんな結果で、それでも攻める姿勢を見せての敗戦。
後半戦の残り20試合で残留のためには、たぶんあと７勝分
の勝ち点（21）は少なくとも必要と勝手に予測してて、今
回の相手・京都は簡単な相手ではないことは重々承知して
いるけれども、反攻のためには一戦もムダにできない。そ
う考えているサポはたくさんいたと思うのだけど、選手か
らはそういう気持ちが感じられなかったのが残念だ。前半
のシュートはゼロ。たぶんＣＫもなし。攻める気持ちはあ
ったんだろうが、攻め方を忘れてしまったかのような内容。
そして、またもや前半で失点。確かに相手選手のシュート
は見事なものだったけど、その起因となったのはこちらの
イージーミスから。なんとも、もったいない話だ。
水曜日の悪天候での試合からの中三日。コンディションの
維持も難しいだろうとは思うが、それは京都も同じこと。
逆に、京都は遠征だったし、岐阜から京都はいちばん近い
アウェイでもある。我々の方が優位だともいえるワケだ。
双方の環境、ハード面の充実度の差……とかで完結してし
まうのは残念だが、ここまで動きに差が出るとそれを受け
入れるしかないのかな？と思ってしまう。サビシイねぇ。
でも、キツイ言い方だけど、京都戦のような試合をしてた
ら初めてのお客さんや久しぶりのお客さんは、もう一度見
たいとは思わないよ？それは選手が一番よくわかってると
思う。思いたい。
今日よかったのは、群馬や北九州がおつきあいしてくれた
こと。おかげで、差が広がらなかった。それだけだ。
（ぐん、）

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）

【第24節】熊本1‑1岐阜
●岐阜ほどじゃないが、熊本も暑かった。僕らも相当汗を
かいたんだから、選手たちはどれほどだったろう…そんな
風に思えた消耗戦だった。
それにしても、最近の点の獲られ方は何とかならんものか
ね…（溜息）。試合序盤にボールウォッチャーが何人もい
て、フリーの選手にやられるとか、試合に集中していない
としか思えないような失点の仕方は、さすがに僕らも心身
共に堪えます。折角、最近は攻撃陣も頑張って点を獲って
いるのに、試合をほぼビハインドで始めるってのは問題が
ありすぎる。選手たちには猛省をしていただきたいです、
ホント。
実際、前半７分に失点して以降、それほど熊本の時間帯は
多くなかったように（シュート９本撃たれてるらしいんだ
けど）感じた。どちらかといえば、岐阜の方がボールを支
配していたとは思うんだけど…ただ、暑さのせいなのか疲
労を抑えるためなのか、前へボールを運んで勝負を仕掛け
る場面が少なかったように感じた。あるいは、中央が空い
ているのに、相手が待ちかまえているサイドに流して、狭
い場所でのボール回しから（そこで抜ければいいけど）相
手に奪われるシーンが多かったように思う。確かに今のス
タメンだと、大型ＦＷによるポストプレーって戦術は期待
できないのは判るけど、でも中央を裏に抜けるパスは有効
なハズで、そうしたチャレンジを積み重ねるから（相手Ｄ
Ｆが迷うようになるから）サイド攻撃も鋭さを増す…そう
いった意味では、ボランチが２枚とも下がり目、あるいは
トップ下のポジションに誰もいないのが問題なのかな、と
僕は思った。
同点の＃23ＭＦ森安のＦＫは、正直ロアッソ選手たちの壁
で僕には誰が蹴ったのかも判らなかった（苦笑）んだけど、
見事なゴールでした。ＧＫの裏をついて壁の隙間を通して、
しかもポストに当たってネットを揺らす美しいゴラッソ。
これが森安のＪ初ゴール、もっともっと決めて欲しいよね。
試合序盤の「先制パンチ」さえしのげれば、勝てたんじゃ
ないかなぁ〜、もったいないなぁ〜とも思うんだけど、ア
ウェイ熊本での勝ち点１。しかも相手は監督解任（ところ
で他人様の心配してる場合じゃないんだけど、熊本は社長
が監督代行までやってて大丈夫なの？）直後の試合で相当
気合いが入っていただろうから、まぁよしとしなければい
けないのかな、と思う試合だった。
（ささたく）
●リーグ戦では久しぶり……のハズのＫＫウイング。今は
「うまかなよかなスタジアム」。到着した時の人出も、屋
台村の雰囲気も「イイ感じになってきたなぁ〜、熊本」と
思った。観客が５千人台だったのが信じられないくらい。
ゴール裏もイイ雰囲気に見えた。ここ数年勝ててない同期
相手、しかも最近不調で試合直前に監督の解任まで行った
順位の近い相手だからこそ、ぜひとも勝ちたかったのだが
……。
なんか、縛りでもあるのかな？「前半のうちに得点を与え
てから勝負すること」とか。それとも、失点してからでな
いと本気が出せない呪いでもかかってるのかな？今日も開
始10分もしない内に、だ。しかも、このやられ方って、前
節の京都の選手にも言われてた「あの辺のスペースが空く
ことはわかっていた。」ってヤツじゃないですか？攻撃の
方は相変わらず仲間に愛情のないパスしか出さないし。受
ける方もスペースに走り込めば相手が付いてきて、その分
仲間のボール保持者に余裕をプレゼントできるってわかっ
てると思うんだけどね。
スローインもそう。せっかくのマイボールなのに、ピンチ
の起点になりかねない。どうして、早めに複数の選手がボ
ールをもらいに行かないんだろ？わざわざ練習しなくても、
事前の打ち合わせひとつで済むようなことに思えるのは素
人ゆえの浅はかさ？でも、プロの選手ならアイコンタクト

とやらで、事前の打ち合わせなんかなくても、サクッと受
けてしっかり攻撃につなげてもらいたいよね。そういうの
があたりまえになってほしいんだけど、ムチャな注文かし
らん？
それから、この試合で、新井大作戦はやむをえない。なの
に、早めにロングボールを入れないのは何でなのかな？と
ある場面じゃ、新井にデズまで最前線で張ってるのにボー
ルを上げない。上がらないんじゃなくて、必要ないのにボ
ールを後ろで回してる。相手の陣形が整ってる時には、後
ろでボールを回すのは常套な作戦だと思うけど、デズが上
がってるんだから、こちらのＤＦは薄いんだって。早めに
ロングボールを入れて、少なくともシュートで終わらせな
きゃいけないように思うんだけどな。
それから、相手が蹴ったロングボールを、余裕があるのに
わざわざヘッドで返してイーブンボールにしちゃう場面が
散見されるし。仲間に対する優しさとか、見る目をしっか
り持ってほしいな。対戦相手からだって学べることはある
はず。
でも、まぁ負けなくてよかった。森安はＪ初ゴールだよね。
おめでとう！ＦＫの直接ゴールは、参入初年度の長良川で
の山形戦。片桐淳至のゴール以来のハズ。壁の上ではなく、
下を狙ったうえでキーパー手前でバウンドさせて、ポスト
に当てて入れるという（そういうことにしておく）技あり
の見事なＦＫ。ＦＫのゴールというのは、笛が鳴って助走
があってという間をおいてのゴールだから、決まった時の
興奮はまた格別。こういうゴールがもっと決まると勝利に
グッと手繰り寄せられるんだけどな。まぁ、福岡戦以降に
期待しましょう！（ぐん、）

【ユース】残念ながら連敗
●我らがＦＣ岐阜ユースU‑18（以下ＦＣ岐阜ユース）は、
７月６日に第７節岐阜工業戦、７月13日に第９節各務原戦
が有りました。結果は岐阜工業戦が２対４で、各務原戦が
３対４でそれぞれ敗戦となりました。
残念ながら両試合とも観戦する事が出来ませんでしたので、
伝聞によると各務原戦では一時は０対４と大幅なリードを
許してしまいましたが、怒涛の追い上げをしましたが後一
歩及ばず、非常に残念だったようです。
試合結果が県協会のサイトにアップされていない試合も有
りますので、暫定的な手元集計によるとＦＣ岐阜ユースは
相変わらずの７位と降格圏内のままです。
次節は７月20日（土）に中京高校と対戦します。この試合
の後は夏の中断期間となりますので、勝って一区切りを付
けたいですね。
ＦＯＲＺＡ！ＦＣ岐阜ユース！！（シュナ）
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■個人チャント

ネットを揺らせユーラユーラー
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15
16
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20
21
22
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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
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■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

