選手応援歌
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平井 1
(ドミノ 88 『GO GO CLUB』の替歌。)

斉藤 16

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＊

(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

辻本 2
（スネイルランプ 『BMW』 の替歌。）

冨田 17

ツジモト シゲキ（ツッジー）ゴーゴー ツジモト ×2

（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
中村忠 3
（イングランド童謡 『ロンドン橋落ちた』 の替歌。）

松本 18

ナッカムーラ
ナッカムーラ

マーツモートタカートシー

タダシ
タダシ

タダシ タダシ
オーオーオオー＊

(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。)

オーオオーオーオー ×2 ＊

鈴木（和）4

大槻 19

(ロシア民謡 『カリンカ』 のメロディ。)

（THE BLUE HEARTS 『キスして欲しい』 替歌。）

スズキ

スズキ

オオツキ ヒーロシー

手島 5

変更

スズキーカズヒロ ×4

オオツキ ヒーロシー ×2 ＊

小原 20

（モンゴル 800 『あなたに』の替歌。）

(欧州でもお馴染のメロディ。ex 長田道泰応援歌。)

ラーラー ラーララー テシマ カーズキ― テシマ カーズキ―

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＊

石丸 6
（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。）

福寿 22

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

フークジュシンイチ
フークジュシンイチ

鈴木（慎）7

角田 27

(アメリカ民謡 『アルプス一万尺』 のメロディ。)

ゲッゴーシンイチ
ゲットゴール ［ヘイ］＊

（シャネルズ 『ハリケーン』 の替歌。最近は PUFFY がカバー。）

(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。)

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

アレアーレ アレアーレ カクダー マコトー ×2 ＊

黒部 9 （SONG1）

森 29

（ジャングルクロべぇの替歌。）

(布袋寅泰 『SCORPIO RISING』 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！＊

ユウスケ
ユウスケ

ユウスケ
ユウスケ

モーリーユウスケ オーオオーオオー
オーオーオオオー

コ・ジョンス 30
黒部 9 （SONG2） NEW！！

(韓国代表応援歌でおなじみのメロディ。クラブ応援歌からの転用。)

（元イングランド代表 アンディー・コールの Man United 在籍時の応援歌メ
ロディ。）

オーコジョンス オーコジョンス オーコジョンス
オーオーオーオーオ ［コッ！ジョンスッ！］＊

クロベー クロベー クロベーテルアーキー
（ドドン ドドン）クロベーテルアーキー

大野 31

NEW！！(新加入)

(レピッシュ 『パヤパヤ』のメロディ)

松井 10
（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

オーノ オーノオーノ
ゲッゴー ＊

イム・ユファン 32

田原 11

NEW！！(新加入)

(ザ・ニュートラル 『パンとピストル』のメロディ)

(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

オーオー イム ユッ ファン ×3
アレアーレーアーレー イム ユッ ファン
ビジュ 33

美尾 13

＊

NEW！！(新加入)

(TM ネットワーク 『Be Together』のメロディ)

（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

オッ オッ オッ
ハルタカゴール

ミオアーツーシ

オーオー

ビージュゴール

ビージュゴール

オーオーオーオ ×2 ＊

ミオアーツーシ ×2
応援歌の無い選手＆サブ GK 用メロディ

中払 14

(エスカップの CM ソング。正道会館・角田信朗が歌っている。)

(スネイルランプ 『JET WALK』 の替歌。)

ナカハライ ゲッゴーゲッゴー

ナカハラーイ− ×2

町田 15
(耳馴染のあるフレーズをアレンジした曲。)

マチダータダミチ

オーオーオッオ！ ×2

○○○ ○○○○

オー オー オー ×2

