応援歌
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×2 リピート（数字は回数）
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【主なクラブ応援歌】

【主な選手応援歌】

①

平井 1 （ゴールキーパー応援歌）
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＊

<さあ行こうぜ> 胸をはって紫の勇者たち
アレアレアレア京都 アレアレアレア京都
さあ行こうぜ 胸をはって紫の勇者たち

（解説） 選手入場直前や選手を励ます際に歌う応援歌。選手入場時には、タオルマフ
ラーを掲げて歌います。

②

<フォルツァ京都> フォルツァ京都
<フォルツァ ビオラ> フォルツァ ビオラ
<フォルツァ京都ペルファボレ> ﾌｫﾙﾂｧ京都ﾍﾟﾙﾌｧﾎﾞﾚ
<フォルツァサンガ> フォルツァサンガ
<フォルツァ ビオラ> フォルツァ ビオラ
<フォルツァ京都ペルファボレ> ﾌｫﾙﾂｧ京都ﾍﾟﾙﾌｧﾎﾞﾚ
アレアレー アレアレー フォルツァ京都アレアレー×2
フォル！ ツァ！ 京都！
アレアレアレー アレアレアレー アレアレアレー ×2

（解説） ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 『ｲｴﾛｰｻﾌﾞﾏﾘﾝ』 の替歌に冒頭の掛け声をプラスした JFL 時代から
の応援歌。kick off 直後から歌います。

③

ゴーゴー 京都 ゴーゴー 京都
ゴーゴーゴーゴーゴー 京都
<オーオーオッオーオー>
紫魂 俺達の京都

オオーオォ

京都ー

中村忠 3
（イングランド童謡 『ロンドン橋落ちた』 の替歌。）

ナッカムーラ
ナッカムーラ

タダシ タダシ
オーオーオオー＊

鈴木（和）4
(ロシア民謡 『カリンカ』 のメロディ。)

スズキ
手島 5

スズキ

スズキーカズヒロ ×4

NEW！！(変更)

オォ京都ーオォ

鈴木（慎）7
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

（解説） ニコチン 『ブラックフライ』 の替歌。①と同様に盛上げ時は勿論、サンガの応
援全般で歌います。

熱田 8

⑥

アツ
アツ

<サンガ ゴー！> ゴー！ゴー（ドドドン）
サンガ ゴー！ ゴー！ゴー（ドドドン） ヘイ！
サンガゴーゴー サンガゴーゴー サンガゴーゴーゴー
（ドドドドドン）ヘイ！（ドドドドドン）ヘイ！

（解説） 『マッハ GOGO』 の替歌。カウンター攻撃の時に必ず歌います。

NEW！！
⑦ ゴールゴーオール

タダシ
タダシ

石丸 6
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

オーオーオッオーオー

京都ーオォ

ツジモト シゲキ（ツッジー）ゴーゴー ツジモト ×2

オーオー オーオオー テシマ カーズキ― テシマ カーズキ―

（解説） 耳馴染のあるフレーズを用いたオリジナルメロディ。盛上げ時は勿論、サンガ
の応援全般で歌います。

⑤

NEW！！(変更)

（モンゴル 800 『あなたに』の替歌。）

（解説） 海のトリトンの替歌。盛上げ時の定番応援歌。

④

辻本 2

（スネイルランプ 『BMW』 の替歌。）

（矢沢永吉 『Rock in my heart』 の替歌。）

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
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！＊

（解説） ドリフ『いい湯だな』の替歌。CK や FK の時に歌います。

松井 10
ラーラーラー ラララ マツイ[ダイスケ！] ×2

⑧

田原 11

京都！

ゴールゴーオール

京都！

<エーフォルツァ> 京都ラララララララー
エフォルツァ京都 ラララララララー
エフォルツァ京都 アーレー

（解説） 『I love you baby』 をアレンジした物。ゴールキックの直後に歌う事が多いで
す。

⑨

<ラーララ ララ ララーララー>
ラーララ ララ ララーララー
フォルツァビオラエー（ﾄﾞﾄﾞﾝ）×2
フォルツァ フォルツァ フォルツァビオラエー（ﾄﾞﾄﾞﾝ）

(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
中払 14
ナカハライ ゲッゴーゲッゴー
町田 15

NEW！！(新加入)

(耳馴染のあるフレーズをアレンジした曲)

（解説） マフラーを振りながら歌う、JFL 時代からの応援歌。

マチダータダミチ

⑩

斉藤 16

京都アレアレーオーオー 京都アレアレーオーオー
オー京都 オー京都 アーレアーレ京都オー

（解説） 京都まつり 『もっと京都』 の替歌。勝利を確信した試合終了直前からマフラ
ーを掲げながらスローテンポで歌い始め、終了のホイッスルと同時にマフラーを回し、
一気に盛り上がります

ナカハラーイ− ×2

オーオーオッオ！ ×2

NEW！！(変更)

(ドミノ 88 『Six Strings』 の替歌。)

サイトウダイスケ
サイトウダイスケ

みせてやれー オマエの技をー
み―せてやれー オマエのすべてをー

冨田 17
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
角田 27
アレアーレ アレアーレ カクダー マコトー ×2 ＊
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