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2018年シーズンクラブ応援歌
年シーズンクラブ応援歌
1 ラーラーラ 京都 俺たち京都 愛する京都 闘えよ
ラーラーラ 京都 俺たち京都 想い届けよ
（解説） NICOTINE 『REMEMBER』 のメロディ。

21 <京都
京都 京都 バモ京都>
バモ京都
オー バモ京都！ 京都！ 京都！ バモ京都！
（解説） 日本代表でお馴染みのULTRAS応援歌の京都版です。

2 <京都の力
京都の力 見せてやれ>
見せてやれ さあ行こう 紫の 誇りを胸に 闘おうぜ
ついてるぜ 俺たちが 京都の力 見せてやれ
（解説） 京都の力を見せてやれ：オリジナル曲。

22 京都のゴール さあ行こう うたい みんなで呼び込もう
オーオオオー オオオーオオオー
オオオーオオオー オオオー オオオー オオオー オオオー
（解説） DJ OZMA 『HAPPY SONG』 のメロディ

3 <さあ行こうぜ
さあ行こうぜ>
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） 後半選手入場時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。

23 カモーン カモーン カモーン 京都 オー カモーン カモーン 京都
（解説） Maximum the Hormone 『ロックンロール・チェーンソー』 のメロディ。

4 <フォルツァ
フォルツァ 京都>
フォルツァ ビオラ>
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
フォルツァ 京都 ペルファボレ>
ペルファボレ フォルツァ 京都 ペルファボレ
<フォルツァ
フォルツァ サンガ>
フォルツァ ビオラ>
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
フォルツァ 京都 ペルファボレ>
ペルファボレ フォルツァ 京都 ペルファボレ
アレアレー アレアレー フォルツァ京都 アレアレー×
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） The Beatles 『Yellow Submarine』 JFL時代からの応援歌。
5 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） ヒデ夕木・杉並児童合唱団 『Go!Go!トリトン』 のメロディ。
6 <オーオーオッオーオー
オーオーオッオーオー>
オーオーオッオーオー オーオーオッオーオー 紫魂 俺達の京都
（解説） 紫魂：オリジナルメロディ。
7 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） BRAHMAN 『BED SPACE REQUIEM』 のメロディ。
8 <エーフォルツァ
エーフォルツァ>
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） Frankie Valli 『Can't Take My Eyes Off You』 のメロディ。
9 カッモーン オッオッオーオー オッオーオオー オッオオー
（解説） ケンドーカシン入場曲 『スカイ・ウォーク』 のメロディ。

24 みせてやろう
みせてやろうぜ
ぜ京都サンガ 共に勝利をもぎとろう
ジャマするやつらは全部 ぶっとばそうぜ！
（解説） RCサクセション 『雨上がりの夜空に』 のメロディ。
25 ダレ
ダレ×７
×７ サンガ ダレ×７
ダレ×７ オー ダレ×７
ダレ×７ サンガ
さあ歌い飛び跳ねよう（バモス
さあ歌い飛び跳ねよう（バモス！）
バモス！）
（解説） 『モリエンドカフェ』 ボカジュニオールズの応援歌。
26 <闘えよ
闘えよ 闘えよ>
闘えよ
熱い気持ち この歌にのせ 俺たちの力 見せてやろう
みんなで歌おう 俺たちの京都 恐れるものなんて なにもないさ
闘えよ 闘えよ 闘えよ 闘えよ
（解説） 『マタドール』 ボカジュニオールズの応援歌。
27 アレアレーオー アレアレーオー アレオ京都アレ
アレアレーオー アレアレーオー アレオサンガアレ
（解説） 『歌えバンバン』 のメロディ。
28 バーモバーモバモ京都！
バーモバーモバモ京都！×
×2 バモー京都ー
バモー京都ー
（解説） ex石丸選手（元監督）の応援歌のメロディ。
29 京都ララララララララー 京都ララララララララー
京都ララララララララー 勝利を歌おう
（解説） 斎藤和義『ずっと好きだった』 のメロディ。
最後の「勝利を歌おう」を「大阪倒せよ」など相手チームの名を入れることもあります。

10 オオーオォ 京都ー
京都ーオォ 京都ー
京都ー オォ京都ー
オォ京都ーオォ
（解説） NICOTINE 『BLACK FLYS』 のメロディ。

30 オオオオーオオーオオー オオオオオオオーオオオー
オオオオオオオーオオオー
オオオオーオオーオオー オオオオオオオ
オオオオオオオーオオオー
オオオオー オオオオー オオオオー オオオー
（解説） 代表で有名な『エンターテイナー』 のメロディ。

11 <サンガ
サンガ ゴー！>
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） ボーカル・ショップ 『マッハゴー・ゴー・ゴー』 のメロディ。

31 跳びはねろ 立ち上がって歌おう 俺たち京都 ひと暴れしよう
ララララ ララララララー ララララ ラララララララー
（解説） 『Vene Raquel』 ボカジュニオールズの応援歌。

12 <ラーララ
ラーララ ララ ララーララー>
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（ドドン）×
フォルツァビオラエー（ドドン）×2
フォルツァ フォルツァ フォルツァビオラエー（ドドン）
（解説） アイルランド軍歌 『When Johnny Comes Marching Home』 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。
13 （ドンドドンドドン ×3 ドン！）サンガ！
オーレオーレオレ オーレオーレオレ オーレ オーレオレオ サンガ
（解説） TOKYO CALL PROJECT featuring Kwenji Hayashida
『愛の東京コール』 のメ ロディ。ゴールを決めた直後に必ず歌う応援歌。
勝利ゲームの後にも、必ず右に左に移動しながら歌います。
14 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』 のメロディ。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
15 <ララララ
ララララ ラーララー>
ラーララー ララララ ラーララー エーエーオーオー サンガー
（解説） Steam「Na,Na,Hey,Kiss him goodbye」
16 アーレー フォルツァビオーラーエー フォルツァビオーラエー
フォルツァビオラエ アーレー アーレー アーレー
（解説） 歌劇『アイーダ／凱旋行進曲』から。JFL時代からの応援歌。
17 俺は叫び続ける サンガがある限り サンガの誇り胸に
ララ 愛するサンガの為に
（解説） SKA☆ROCKETS 『暴虎馮河』 のメロディ。
18 <京都
京都>
京都 ララララララララー ララララララララー
ララララララララー 京都 京都
（解説） 『Brasil』 のメロディ。サンガが攻勢な時、勝ち試合の後などに歌います。
19 さあ
さあゆこうぜ
ゆこうぜ 京都サンガ 俺たちはいつもそばにいる
どんなときも あきらめず ゴール目指そう オーオー
（解説） GOING UNDER GROUND 『VISTA』 のメロディ。
20 ララーララーラー京都 ララーララーラーララララー
ゴールゴールゴール オー レッツゴー京都［キョ！オ！ト！］
（解説） NICOTINE 『ENJOY PUNK ROCK』 のメロディ。exアレモン選手

32 さあー いこうぜ！きょうとー 俺たちとともにー 暴れようぜ
暴れようぜきょうとー
ようぜきょうとー
京都！（ドド） 京都！（ドド）京都！（ドド）きょ！お！と！
（解説） 暴れようぜ京都：オリジナル曲。
33 きょうとー オーオー きょうとゴールー ×２
きょうとー（オイ）きょうとー（オイ）きょうとゴールー ×２
（解説） 狂ったように飛び跳ねろ：オリジナル曲。
34 フォルツァ
フォルツァきょ
きょーおと
きょーおと フォルツァきょ
フォルツァきょーおと
きょーおと フォルツァビオラ オー ×２
きょうとー ビオラオー フォルツァきょ
フォルツァきょーおーとーオー
きょーおーとーオー
（解説） Forza京都：オリジナル曲。
35 俺たちのスタイルを貫
俺たちのスタイルを貫け
け京都ー
京都ー 俺たちのスタイルを貫け京都ー
俺たちのスタイルを貫け京都ー
オオオ！オーオ！オオオ！オーオ！
（解説） 貫け京都スタイル：オリジナル曲。
36 行けよ
行けよ！京都！
！京都！ 戦い抜く覚悟を持ち！
戦い抜く覚悟を持ち！
行けよ
行けよ！京都！ 勝利を今つかみとれ！
勝利を今つかみとれ！
（解説） HUSKING BEE 『GIVE A SHIT』 のメロディ。
37 イケイケ！京都 オーオ オーオ
イケイケ！京都 オーオ オーオ オイ！
オイ！オイ！オイ！やってやれ！
オイ！オイ！やってやれ！
（解説） やるしかねえ！：オリジナル曲。
38 オーオー京都
オーオー京都オーオー
オーオー オーオー京都オーオー
オーオー京都オーオー
オーオー京都オーオー
オーオー京都オーオー オーオー京都オーオー
オーオー京都オーオー バーモー京都 バ・モ・京都！
（解説） Zebrahead 『Sex Lies & Audiotape』 のメロディ。
39 オー オーオオッ ↑オー オーオオッ ↓
相手をだまらせろ
相手をだまらせろ！
をだまらせろ！ 京都レッツゴー！
京都レッツゴー！
（解説）オリジナル曲
40 ラララララー 京都サンガ
京都サンガ すべてにおいて楽しめエンジョイ
すべてにおいて楽しめエンジョイ
ラララララー 京都サンガ
京都サンガ すべてにおいて楽しめエンジョイ
すべてにおいて楽しめエンジョイ
京都ゴー
京都ゴー オオッオッオッオ 京都ゴー
京都ゴー オオッオッオッオ 京都ゴー
京都ゴー オオッオッオッオ
京都ゴー
（解説）ORANGE RANGE「シティボーイ」のメロディ
41オーオオ
41オーオオ オッオッオー 俺達の
俺達の京都 この声背に
この声背に 力強く
(解説)Superfly「愛をからだに吹き込んで」のメロディ(ex.大西勇輝選手)
【 ×2 リピート（数字は回数） （ドン ）太鼓 < > リード 】
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2 磐瀬 剛 （コール：イワーセゴー ドドンドドンドン）
しょうりへかけぬけろ
しょうりへかけぬけろ いわせごう いわせごう ×2
（解説） ゴダイゴ『ビューティフル･ネーム』 のメロディ

19 大野 燿平 （コール：オオノ ドドドン）
おおーの ゲッゴールー おおーのゲッゴールー
おおーの
おおーのよーへい
ーへい ゴール
よーへい
よーへい ゲッゴールー

3 宮城 雅史(コール:ミヤギ ドドドン)
みやぎ オオーみやーぎ
オオーみやーぎ オオー

（解説） NICOTINE 『PUNK ROCK JONNY』 のメロディ。 ex 豊田陽平選手

（解説）安室奈美恵 『Hero』のメロディ

20 アレシャンドレ (コール: アレ アレ アレ ドドドン)
ラララ アレシャンドレ レッツゴー アレシャンドレ オオー オオオー
（解説）マンチェスター・シティ コンパニのチャントより

4 田中 マルクス 闘莉王 （コール：トゥーリオ ドドドン）
たーなーかー マルクス トゥーリオ―
トゥーリオ― トゥーリオ―
トゥーリオ―
もーえーろ
もーえーろー あーつ
あーつーくーもえーろ
ーもえーろ トゥーリオー
（解説） ミニハムズ 『ミニハムずの結婚ソング』のメロディ。

21 清水 圭介 （コール：ケイスケ ドドドン）
けいすけオーオー
けいすけオーオー まもれゴール
けいすけオーオー しみずけいすけオー
しみずけいすけオー
（解説） BUMP OF CHICKEN 『supernova』 のメロディ。

5 マティアス カセラス (コール:カセラス！オレ！)
マティアス ラララー カセラス ラララララ
（解説）ジョン・ウィリアムズ 『レイダース・マーチ』のメロディ

6 本多 勇喜 （コール：ホンダーユウキー ドンドンドドドン）
オーオー ちからのかぎりー ほんだゆうきー
オーオ たたかえ ホ・ン・ダ！
（解説） 原曲不明

7 田村 亮介 （コール：タームーラ！ ドド）
たーむらりょ
たーむらりょーすけ
りょーすけ ラララララーララ ゲットゴール りょーすけ
りょーすけ
おーれ
おーれたちーのー ゆめをのせーて はしりーぬけりょーすけー
（解説） BIGMAMA『the cookie crumbles』 のメロディ
8 重廣 卓也 (コール:シ！ゲ！ヒロ！)
しげひろオー
しげひろオー 見せつけろ 君の力を
君の力を 勝利への道拓け
勝利への道拓け 京都のダイナモ
（解説）篠原涼子 『恋しさと せつなさと 心強さと』のメロディ

9 レンゾ ロペス
(コール:ロペス ドドドン)
きーみのゴールが俺を熱くさせる
レンゾロペス オーオオ オーオー オオオー
（解説）爆風スランプ 『涙2』のメロディ

22 小屋松 知哉 （コール： コヤマツ ドドドン）
アーレア！アレアレア
アーレア！アレアレア 俺らの小屋松
ゴールねじこめ！スピード小屋松 ラーラーラララララー
（解説） オリジナル

25 32 荻野 広大 （コール：オギノ ドドドン）
おぎのーこうたー アレアレオー きょうとの おぎのこうた アレアレオー
（解説） THE BLUE HEARTS 『月の爆撃機』 のメロディ。

26 下畠 翔吾 （コール：シモハタッショウゴッ ドンドンドドドン）
ララララ ラーララー しもはたしょーごー ×2
（解説） オリジナル曲。
2７ キム チョルホ (コール:キム！チョル！ホ！)

とめまくれ！ チョルホ オオオ オオオ オオオー
とめまくれ！ チョルホ オオオ オオオ オオオー
キム・チョルホ！ キム・チョルホ！
（解説） オリジナル曲。

30 石櫃 洋祐 （コール：イシビツッオレッ！ ドンドンドドドン）
いしびつ まもれ！ いしびつ せめろ！ いしびつ あつく！
そんなきみを もとめてるー
（解説） フラワーカンパニーズ 『深夜高速』 のメロディ。

10 エスクデロ 競飛王 （コール：セ！ル！ヒオ！）
ラララ セルヒオゴール ×３
イエイ イエイ イエイ イエイ（イエイ）
（解説）モンゴル８００『HEY Mommy』のメロディ。

34 若原 智哉 (コール:ワカハラ ドドドン)
わかはらともや オー わかはらともや オオー
わかはらともや オー京都の ゴールをまもれ
（解説） Perfume 『TOKYO GIRL』のメロディ

11湯澤 洋介 (コール:ユザワ ドドドン)
ゆざー
ゆざーわようすけ
わようすけー
すけー ドリブルーできりさーけー
ドリブルーできりさーけー
ゆざー
ゆざーわようすけ
わようすけー
すけー ワクワクーさーせてくれー
ワクワクーさーせてくれー
（解説）うしろ髪ひかれ隊『あなたを知りたい』のメロディ

13 岩崎 悠人 （コール：イワサキ！ユウト！ ドンドンドドドン）
ラララ ラララ ララ みせてやれ いわさきゆーとー
いわさきゆーとー
ラララ ラララ 俺らとともに いわさきゆうとー
（解説） RADWIMPS 『ララバイ』のメロディ。

14 仙頭 啓矢 （コール：セントウ ドドドン）
きょーと
ーとの仙頭
きょ
ーとの仙頭 ピッチで暴れろ―
ピッチで暴れろ―
ゴールを奪えー
ゴールを奪えー せんとうけいやー
（解説）オリジナル曲。

15 染谷 悠太 （コール：ソメヤ ドドドン）
そーめ
そーめーやーララララーララー オーそめーやーゆ
オーそめーやーゆーたー
そーめ
そーめーやーララララーララー オーゆ
オーゆーたー
（解説） 鴨川 『ウラ☆ジャリラ』のメロディ。ex 児玉新選手

16 沼 大希 （コール：ヌ！マ！ダイキ！ ドンドンドドドン）
ぬーま
ぬーまーだーいき アレアレオー はしれはしれ きょうとのーために
ぬーま
ぬーまーだーいき アレアレオー みーせーてーくれー
（解説） ORANGERENGE「祭男爵」のメロディ
17 牟田 雄祐 （コール：ムタムタムタ ドドドン）
ゆーすけオー ゆーすけオー むーたゆーすけ
たゆーすけララララー
ーすけララララー ×2
（解説） 太陽族 『旅立ち』のメロディ。ex 中谷勇介、田中康啓選手

18 望月 嶺臣 （コール：モチヅキ！レオ！ ドンドンドドドン）
ラーララララララー もちづきー れお ゴールー
ラーララララララー もちづきー れお ゴールー

【 ×2 リピート（数字は回数） （ドン ）太鼓 】

（解説） ORANGERANGE『チャンピオーネ』のメロディ。
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