ＦＣ岐阜 ２０１７ 応援曲（チャント）・コール集

エフ！ シー！ ギフッ！！● ● ●●●
ゴール！ ゴール！ エフシぎっふ！●●
ウィー！ アー！ 岐阜！●● ●● ●

■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

（＊）最初はこの歌詞で拍手し、次は「ラ」で歌い跳ねる。繰り返し

■ＦＣ岐阜 We Love You （水森亜土/すきすきソング）
オッオッ オーオｫ オッオッオーオｫ オォォォー （FC岐阜！） ※繰り返す
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）
※繰り返す
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
■俺らは歌う
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
■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
ラララ ラーラーララー
共に闘え(たたかえ) われらと
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！
■アツく闘え
オーオー オォォ 友よ さぁ 俺達と とーもーにー
オーオー オォォォ 友よ アーツく 闘えー
■Boys In Green （Basshunter/I can walk on walter, I can fly）
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

■チームチャント

１）
２）
３）

■チームコール

■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！）

※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。

■チームチャント【選手入場時】

オーイ！●●●、オーイ！●●●、
オイ！●、オイ！●、オーーフォルツァ岐阜！

※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】

※試合に勝った喜びを、高らかに歌いましょう。

■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！
■俺らの誇り【アイーダ→万歳四唱からのつづきで】
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）
■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！）
■勝利の賛歌（オリジナル）
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 オーオー

■勝利のチャント

■アレアレ岐阜アレ
アレアレアレ岐阜アレー アレアレアレ岐阜アレー
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
■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
■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！
■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！）

（＊）歌詞と「オ」で歌うフレーズは、それぞれ２回ずつ繰り返す。

■情熱を燃やせ
情熱（じょうねつ）を燃やせ 勝利のために
オー オ－オオー オオオー オーオーオオー
■チームチャント（仮称）
ラララ ラ ラララララ ラララララララララー オォオー
■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
ラララーラ ラーラ ララ フォルツァ 岐阜 フォルツァ 岐阜
■ケルン
オーオーオオ オーオーオー オーオーオオオ オーオーオ
さあ行こうぜ We Are GIFU しょーりつーかもう とーもにー

LastUpDate 17/07/22
※ポジションは実際とは異なる場合があります。

監督

大木 武（おおき

【おおき！たけし！ ● ● ●●●】

けんせい）

たけし）

30 ＭＦ 中島 賢星（なかしま

1 ＧＫ 常澤 聡（ときざわ さとし） 【ときざわ！ ●●●】
常澤 ラーラララ ラーラララ オオ常澤
2 ＤＦ 阿部 正紀（あべ まさのり） 【まさのり！ ●●●】
おれーたーちのー 阿部正紀 勇気胸に 行こうー正紀
4 ＤＦ 甲斐 健太郎（かい けんたろう）
【けん！た！ろう！ けん！た！ろう！】
5 ＭＦ 青木 翼（あおき つばさ） 【つばさ！ ●●●】
6 ＭＦ シシーニョ（Sisinio González Martínez）
【シ！シーニョ！ シ！シーニョ！】
オーオオー スーペル シシーニョ！ オーオオー シシーニョ オレ！
7 ＭＦ 田中 パウロ淳一（たなか ぱうろじゅんいち） 【パウロ！ ●●●】
ラーラーラーラー ラーララー 田中パウロ ゲッタゴール！
8 ＭＦ 野澤 英之（のざわ ひでゆき） 【のざわ！ ●●●】
9 ＦＷ クリスチャン（Cristian Alex da Silva Santos） 【アレックス！ ●●●】
10 ＭＦ 庄司 悦大 （しょうじ よしひろ） 【しょうじ！ ●●●】
庄司悦大 俺たちと共に 行こうぜ お前とならば どこまでも行ける
11 ＦＷ 古橋 亨梧（ふるはし きょうご） 【ふるはし！ ●●●】
14 ＭＦ 風間 宏矢（かざま こうや） 【こうや！こうや！●●●●】
こうやー こうやー アレ風間宏矢
15 ＭＦ 田森 大己（たもり だいき） 【たもり！ ●●●】
田森大己 オオオオー オオオオー
16 ＤＦ 福村 貴幸（ふくむら たかゆき） 【ふくむら！ ●●●】
17 ＤＦ 大本 祐槻（おおもと ゆうき） 【おおもと！ ●●●】
18 ＦＷ 瀧谷 亮（たきや りょう） 【たきや！ ●●●】
瀧谷 ゲッタゴール 瀧谷 ゲッタゴール
瀧谷 ゲッタゴール バモ 突き進め
19 ＦＷ 薮内 健人選手（やぶうち けんと） 【けんと！ ●●●】
20 ＤＦ 鈴木 潤（すずき じゅん）【すずーきじゅん！ ● ● ●●●】
21 ＧＫ 高木 義成（たかぎ よしなり） 【よしなり！ ●●●】
22 ＭＦ 山田 晃平（やまだ こうへい） 【こうへい！ ●●●】
23 ＭＦ 小野 悠斗（おの ゆうと） 【おのゆうと！オレ！ ● ● ●●●】
24 ＦＷ 難波 宏明（なんば ひろあき） 【なんば！ ●●●】
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
駆ーけー抜けろ 難波 ゲットゴール
25 ＧＫ ビクトル（Victor Ibanez Pascual） 【ビクトル！ ●●●】
ビクトル イバニェス オーオオ オーオ ビクトル イバニェス オーオオ オー
26 ＤＦ 磐瀬 剛（いわせ ごう） 【いわせ！ ●●●】
オーオー い わ せ 磐瀬剛 オーオー い わ せ 磐瀬剛
駆ーけー抜けろ 難波 ゲットゴール
27 ＤＦ ヘ二キ （HENIK Luiz de Andrade） 【ヘ！ニ！キ！●●】
ヘーニキ ヘニ！ オーオ ヘニ
Eu te amo（エウ チ アモ ※I love youの意味） オーオ ヘニ
28 ＭＦ 永島 悠史（ながしま ゆうし） 【ながしま！ゆうし！ ● ● ●●●】

■選手コール・チャント

