応援歌
【

×2 リピート（数字は回数）

（

）太鼓！ドン

【主なクラブ応援歌】
①

【主な選手応援歌】

ラー ラーラー ラー ラーララーララーラー ×2
京都ゴー！ 京都ゴー！ オーオーオー ×2

（解説） ブラフマン 『BED SPACE REQUIEM』 のメロディ。

②

<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。

③

<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。

④

<オーオーオッオーオー>
紫魂 俺達の京都

オオーオォ

京都ーオォ

冨田 7
（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
キム・ドギュン 8

NEW！

（ニコチン 『GET THE LIBERTY』 の替歌。）

オーオー キーム ドーギュン オー キーム ドーギュン
オーオー キーム ドーギュン オー Let’s Go ドッギュン！
黒部 9 （SONG1）
（ジャングルクロべぇの替歌。）

<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！
黒部 9 （SONG2）

松井 10

京都ー

オォ京都ーオォ

<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。

⑧

スーズキサトール サトール サートール オーオ ×2

オーオーオッオーオー

（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。

⑦

NEW！

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

（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。

⑥

鈴木（悟） 2

（鴨川 『南国トロピカル』 の替歌）

（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。）

ゴーゴー 京都 ゴーゴー 京都
ゴーゴーゴーゴーゴー 京都

（解説） 海のトリトンの替歌。盛上げ時の定番応援歌。

⑤

<

2004/4/10 v 水戸ホーリーホック Vol.2
サポ連アドレス： sanga_saporen@yahoo.co.jp
> 団長
［ ］あいのて 】

<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 ララーラーララーラーラー

（解説） フランキー・ヴァリー 『Can't Take My Eyes Off You（君の瞳に恋してる）』 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。

（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
中払 14
(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

熱田 17
（矢沢永吉 『Rock in my heart』 の替歌。）

アツ
アツ

ゲットゴール アツ ゲットゴール
アツ アツター ゴール＊

原 20 NEW！
(３．６MILK 『Stand Up! Make a Change』 の替歌。)

ハーラリュウター オーイェ ゲットゴール ワンツースリー
チェ・ヨンス 21 NEW！
(ザ・ビートルズ 『ALL MY LOVING』 の替歌。)

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）

（解説） アイルランド軍歌 『When Johnny Comes Marching Home（ジョニーが凱旋す
る時）』 のメロディ。マフラーを振りながら歌う、JFL 時代からの応援歌。

⑩

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

オーオーオー チェーエ ヨンス オーオー チェーエ ヨンス
オーオー ちからー強く
オーオーオー チェーエ ヨンス オーオー チェーエ ヨンス
オーオー われらが誇り
萩村 27 NEW！
(FUNGUS 『ダイヤモンドダスト』 の替歌)

ハギムラ オーオ ハギームーラ オーオ
オオー ハギムラ シゲーノリ ゴー

