選手応援歌
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野口 2

上野 18

（BOOWY 『マリオネット〈サビ部分〉』 の替歌）

（THE CLASH 『I FOUGHT THE LAW（X-TRAIL の CM ソング）』 替
歌。）

ノグチヒーロシ

ノグチゴール ×2 ＊

ウエーノユウサク
中村忠 3

ウォーウォー ×2 ＊

（イングランド童謡 『ロンドン橋落ちた』 の替歌。）

大槻 19 新曲！！

ナッカムーラ
ナッカムーラ

（THE BLUE HEARTS 『キスして欲しい』 替歌。）

タダシ
タダシ

タダシ タダシ
オーオーオオー＊

オオツキ ヒーロシー

オオツキ ヒーロシー ×2 ＊

アン・ヒョヨン 20

鈴木（和）4
(ロシア民謡 『カリンカ』 のメロディ。)

(J. GEILS BAND 『Centerfold』 の替歌。)

スズキ

ラーラーラッアン・ヒョーヨン
ラーラーラーラッアン・ヒョーヨン＊

スズキ

スズキーカズヒロ ×4

手島 5
（リッキーマーティン 『The Cup of life（フランス W 杯公式テーマソング）』
サビ部分の替歌。ex ｼﾞｭﾆｵｰﾙ、ｼｰﾗｽ、ﾍｼﾞｽ応援歌）

斉藤 22

テーシーマ

サイトウダイスケ ×3

アレアレアレ

テーシーマー

アレアレアレ＊

パク・チソン 7
チッソン

オッオー＊

松本 23 新曲！！
(ドヴォルザーク 交響曲第 9 番ホ短調『新世界より』 のメロディ。)

（橋幸男 『メキシカンロック』 の替歌。）

パク

(近藤雅彦 『ギンギラギンにさりげなく』 の合いの手部分の替歌。)

ゴールー

ゴーゴー

ゴーゴー ×2

熱田 8

マーツモートタカートシー

オーオオーオーオー ×2 ＊

小原 24 変更！！

（矢沢永吉 『Rock in my heart』 の替歌。）

(昨年在籍していた長田道泰のメロディ。フルネーム仕様に変更しました。)

アツ
アツ

コハーラノーボル コハーラノーボル
コハーラ レーアーレーアーレー＊

ゲットゴール アツ ゲットゴール
アツ アツター ゴール＊

黒部 9

中払 26

（ジャングルクロべぇの替歌。）

(スネイルランプ 『JET WALK』 の替歌。)

<ウラウラウラウラー> [ベッカンコー]
クロベー クロベー サンガのクロベ
クロベー クロベー（ダダンダダンダンダン）ヘイ！＊

ナカハライ ゲッゴーゲッゴー

松井 10

アレアーレ アレアーレ カクダー マコトー ×2 ＊

ナカハラーイ− ×2

角田 27
(アメリカ民謡 『いとしのクレメンタイン（雪山讃歌）』のメロディ)

（サザンオールスターズ 『勝手にシンドバット』 の替歌。）

ラーラーラー

ラララ

マツイ[ダイスケ！] ×2

リチャル 29 新曲！！
(初期ルパン 3 世ソングのメロディ)

石丸 11

リチャルー

（福岡時代からの応援歌。アルゼンチンのクラブチーム「リーベルプレート」
のサポーターが良く歌うメロディです。）

サナブリア 30 新曲！！

バーモバーモバモ イーッシマール ×2
バモーー イーッシマール

ダニエル サナブリア

美尾 13

田原 31 新曲！！

（ヴィレッジ・ピープル＆PSB 『GO WEST』の替歌。ex佐藤慶明応援歌。）

オーオー

ミオアーツーシ

オーオー

ミオアーツーシ ×2

鈴木（慎）14
（シャネルズ 『ハリケーン』 の替歌。最近は PUFFY がカバー。）

スッズッキ シンゴゲッゴー オーオー オーオー オーオー×2
辻本 16
（フランス民謡 『クラリネット壊しちゃった』 の替歌。）

<しーげき しーげき>
ナイスプレイ ナイスプレイ
ナイスプレイ ナイスプレイ

つじもと しげき
ゴーゴーゴー＊

冨田 17
（藤井隆 『ナンダカンダ』 の替歌。）

トミタシンヤ トミタシンヤ オオオオートミタシーンヤー×2

リチャルー

リチャルー ×2 ＊

(清涼飲料ブランド「サンガリア」の CM ソングの替歌)

ダニエル サナブリア ×2 ＊

(バラクーダ『日本全国酒飲み音頭』 の替歌。)

タハラユタカ タハラユタカ タハラユタカ オー
ゲットゴール ゲットゴール タハラユタカ オー
ゴールキーパー応援歌（スタメン用）
(DOMINO88 『GO GO CLUB』の替歌。下は平井の場合。)

ヒライーイェ！ ヒライーイェ！
ヒライーナオヒト イェイ イェイ イェイ イェイ＊
※中河は「ピーコ YEAH」、上野（秀）は「ヒデアキ YEAH」。2 行目はそれ
ぞれのフルネームで歌います。

応援歌の無い選手＆サブ GK 用メロディ
(エスカップの CM ソング。正道会館・角田信朗が歌っているヤツです。)

○○○ ○○○○
※

オー オー オー ×2

歌詞やメロディは変更する場合がございます。予めご了承下さ
い。応援歌のご提案などは下記まで。
（応援歌作成委員会） tsukiyamasatoru@hotmail.com

