






ＦＣ岐阜 2014　応援ソング チャント サポートソング集 LastUpDate 14/10/18
■チームコール【試合開始前】 ■得点時チャント ■選手コール・チャント

※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。 ■ゲットゴール！！ 1 高木 貴弘（たかぎ たかひろ） 【たかひろ！●●●】

　　オーイ！●●●、オーイ！●●●、 　　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 　　　高木貴弘 オオオーオーオォー　高木貴弘 オーオーオォー

オイ！●、オイ！●、オーーフォルツァ岐阜！　　 　　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！ 2 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

■チームチャント【選手入場時】 ■タオル振りチャント　　 　　　　※みんなでタオルや旗を振りながら歌いましょう。 3 深谷 友基（ふかや ゆうき） 【ふかや！●●●】
※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。 ■モリヤマ（CULTURE CLUB/Karma Chameleon） 4 田中 秀人（たなか しゅうと） 【たなーかしゅうと！● ● ●●●】

■日曜日よりの使者（ザ・ハイロウズ/日曜日よりの使者） 　　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！ 　　　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

　　We are 岐阜　We are THE GIFU ラララー ララララー ■ネットを揺らせ（郷ひろみ/誘われてフラメンコ） 5 関田 寛士（せきた ひろし） 【せきた！●●●】

　　We are 岐阜　We are THE GIFU ラララー ララララー（ギ･フ！） 　　ネットを揺らせユーラユーラ　　ネットを揺らせユーラユーラー 　　　バーモ　関田寛士　オオオォー　オオオォー

6 高地 系治（たかち けいじ） 【たかち！●●●】

■俺らは歌う  　　 オーォォー高地系治オーォォー　オーバモ高地　魅せろオーォォー

　　１）　ＦＣ岐阜コール・その１　【通常】 　　ラララ俺らは歌う　岐阜の誇り(ほこり)胸に 7 クレイトン ドミンゲス（KLEITON DOMINGUES Barbosa） 【クレイトン！クレイトン！】

　　　エフ！　シー！　ギフッ！！●　　●　　●●● 　　友の勝利を信じ　熱く声を響かせるのさ 8 宮沢 正史（みやざわ まさし） 【みやざわ！●●●】

　　２）　ＦＣ岐阜コール・その２　【チャンスシーン】 ■ザンクトパウリ 9 ナザリト（Cristian　NAZARIT　TRUQUE）【ナ！ザ！リト！ナ！ザ！リト！】

　　　ゴール！　ゴール！　エフシぎっふ！●●　 　　ラララーラ ラーラ ララ　　ラララーラ ラーラ ララ 　　　バモ　ナザリトゴール　バモナザゴー　バモ　ナザリトゴール　ナザリトオーオーオー 

　　３）　ＦＣ岐阜コール・その３　【ボール保持時】 　　ラララーラ ラーラ ララ　　フォルツァ 岐阜 フォルツァ 岐阜 10 美尾 敦（みお あつし） 【み お あつし！●●●●】

　　　バ！　モ！　ギ！フ！●●●　 ■ケルン 　　　美尾敦　美尾敦　美尾敦　アレ美尾敦

　　４）　ＦＣ岐阜コール・その４　【WE ARE GIFU】 　　オーオーオオ　オーオーオー　　オーオーオオオ　オーオーオ 11 三都主 アレサンドロ（さんとす…） 【アレックス！オレ！● ● ●●●】

　　　ウィー！　アー！　岐阜！●●　　●●　● 　　さあ行こうぜ　We Are GIFU　　しょーりつーかもう　とーもにー 14 井上 平（いのうえ たいら） 【た！い！ら！た！い！ら！】
　　　（＊）歌詞と「ラ」で歌うフレーズは、それぞれ２回ずつ繰り返す。 　　　オーオ－　タイラ　井上タイラ　タイラ　ゲットゴール　タ・イ・ラー

■アレアレ岐阜アレ 15 ヘキニ（HENIK Luiz De Andrade）【ヘ！ニ！キ！●●】

■ＦＣ岐阜 We Love You （水森亜土/すきすきソング） 　　アレアレアレ岐阜アレー　アレアレアレ岐阜アレー 16 須藤 右介（すどう ゆうすけ） 【す！ど！う！●●】

　　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！）　 　　アレアレアレー　アレアレアレー　アレアレアレ岐阜アレー 17 野垣内 俊（のがいと しゅん） 【のがいと！●●●】

　　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！） ■負けられない戦い（PET SHOP BOYS/Go West） 　　　オーオー　野垣内俊　共に どこまでーもー

　　ＦＣ岐阜　ＦＣ岐阜　We Love You （オイ！オイ！オイ！オイ！） 　　オーオー！　バモ岐阜　オレ　　オーオー！　バモ岐阜　オレ 　　　オーオー　野垣内俊　いこうぜ　ララララーラー

■エンターテイナー（S.JOPLIN/The Entertainer） 　　負けられない戦い　　魂(たましい)込め　戦え 18 森 勇介（もり ゆうすけ） 【ゆうすけ！●●●】

　　オー　オォーオォーオォー　Oh　エフシ岐阜アーレー ■情熱を胸に（オリジナル） 19 益山 司（ますやま つかさ） 【つかさ！●●●】

　　オー　オォーオォーオォー　Oh　エフシ岐阜アーレー 　　燃えたぎる情熱（じょうねつ）をー　その胸に持ち　戦え 　　　益山司　オー オォォ オーオー　俺らの司　岐阜の司

　　さぁ　胸を張って　戦おうぜ　緑の勇者（ゆうしゃ）　アーレー 　　恐れず（おそれず） 前を向き　　ゴールを奪え（うばえ）ー 20 新井　辰也（あらい たつや） 【あらい！●●●】

■ナダレ（Vago y Atorrante） ■アレ岐阜 21 太田 岳志（おおた がくじ） 【がくじ！●●●】

　　バモ岐阜バモ　友よ　さあ行こう　　ナダレろ　暴れろ　われらと 　　アレアレー アレアレー　アレアレ岐阜アーレー 22 川口 能活（かわぐち よしかつ） 【よしかつ！●●●】

　　熱い気持ち　バモ岐阜バモ　いざ　今戦おう 　　アレアレー アレアレー　アレアレ岐阜アーレー 　　　川口能活　川口能活　　俺らの能活　栄光へーともにー
■誇り胸に（Hay che bostero） ■ＦＯＲＺＡ　ＦＣ岐阜 23 森安 洋文（もりやす ひろふみ） 【もりやす！●●●】

　　俺達が　共にいる　どんな時も　お前と 　　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 　　　森安　森安　ラー ラーラー ラーラーラー　岐阜のために　駆け抜けろ　森安洋文

　　今ここで　みせろ岐阜　　誇り（ほこり）胸に　戦え 　　フォルツァ　ＦＣ岐阜！　フォルツァ　ＦＣ岐阜！ 24 難波 宏明（なんば ひろあき） 【なんば！●●●】

■漢なら（オリジナル） 　　フォルツァ　岐阜　フォルツァ　ＦＣ岐阜！ 　　　オーオーオレオー 難波 オレー 駆ーけー抜けろ 難波 ゲットゴール

　　共にいこうぜ　われらと　　ラララ ラーラーラ ラーラー ■SUNRIZE GREEN（LINDBERG/SUNSET BLUE） 25 清本 拓己（きよもと　たくみ） 【たくみ！●●●】

　　共に闘え(たたかえ)　われらと　　　ラララ ラーラーララー 　　行け　行け　われらが　ＦＣ岐阜 26 チアゴ（TIAGO Henrique Da Silva Pereira） 【チ！ア！ゴ！●●】

　　勝利をつかめ　　きみが漢(おとこ)なら 　　We are GIFU，We love GIFU，Let's Go！　ＦＣ岐阜 27 太田 圭輔（おおた けいすけ） 【けいすけ！●●●】

　　バモ　バモ　　GOLAZO（ゴラッソ）！　　ラララ ラーラーララー 　　行け　行け　われらが　ＦＣ岐阜 28 水野 泰輔（みずの たいすけ）  【たいすけ！●●●】

■我ら岐阜（İsmail Hakkı bey/トルコ軍隊行進曲：Ceddin Deden） 　　支え続け－るから　（オイ！オイ！オイオイオイオイ！） 29 田中 智大（たなか ともひろ） 【ともひろ！●●●】

　　WE ARE GIFU　　WE ARE GIFU　　ララーラ　ラララララー 　　　たーなか智大 ララララー たーなか智大 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 　　　たーなか智大 ララララー たーなか智大 ゲッ！ト！ゴー（ル）！オイ！

■ラララ岐阜（フライブルク） ■アイーダ（凱旋行進曲）（Giuseppe Verdi/Grand March (from aïda)） 30 遠藤 純輝（えんどう じゅんき） 【ジュンキ！●●●】

　　ラーララーラーラー　ラーララーラーラー 　　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 31 時久 省吾（ときひさ しょうご） 【ときひさ！●●●】

　　ラーララーラーラー　ラーララーラ　ラーラーラ　岐阜！ 　　ＦＣ岐阜！　ＦＣ岐阜！　ＦＣぎーーーっふ！ 　　　時久省吾　時久省吾　時久省吾　時久省吾

■アツく闘え ■俺らの誇り【アイーダ→万歳四唱からのつづきで】 32 中村 祐輝（なかむら ゆうき） 【なかむら！ゆうき！● ● ●●●】

　　オーオー オォォ 友よ　さぁ　俺達と とーもーにー 　　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） 　　　ゆうきーゆうきー 中村祐輝　　ゆうきーゆうきー 岐阜と共にー　

　　オーオー オォォォ 友よ　アーツく 闘えー ■シャナナ（ＭＩＮＭＩ/シャナナ） 33 阿部 正紀（あべ まさのり）【まさのり！●●●】

■Boys In Green（Basshunter/I can walk on walter, I can fly） 　　ラララララララー　ラーラー　ラーラーラー　岐！阜！ 34 中村 英之（なかむら ひでゆき） 【ひでゆき！●●●】

　　魂（たましい）尽きる(つきる)ーまで　駆けろ(かけろ)星へ友よ 　　ラララララララー　ラーラー　ラーラーラー　岐！阜！ 35 木谷 公亮（きたに こうすけ）【きたに！●●●】

　　勇気（ゆうき）胸にー抱き(だき)　信じてーいるBoys In Green ■勝利の賛歌（オリジナル） 　　　オオオー 木谷 木谷　オオオー 熱い 魂（たましい）

　　　（＊）最初はこの歌詞で拍手し、次は「ラ」で歌い跳ねる。繰り返し 　　WE ARE GIFU 共に われらは 歌う 　　　オオオー 木谷 木谷　　木谷！き！た！に！

■俺たちと共に（オリジナル）     WE ARE GIFU ここに 勝利の賛歌（さんか）を 36 比嘉 諒人（ひが りょうと） 【ひ！が！りょうと！●●●●】
　　オーオー　エフシー岐阜　おーれーたーちと　とーもにー 　　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） 37 岩崎 陽平（いわさき ようへい） 【いわさき！●●●】
　　オーオー　エフシー岐阜　すべてをかけー　たたかえー 　　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 監督　 ラモス 瑠偉（らもす るい）【ラモス！カリオカ！】

■チームコール

■チームチャント

■勝利のチャント ※試合に勝った喜びを、高らかに歌いましょう。


