ＦＣ岐阜 2010 応援ソング チャント サポートソング集
■チームコール【試合開始前】
※試合が始まります。みんなで手拍子をしてスタジアムを盛り上げましょう。

オーイ！●●●、オーイ！●●●、

オイ！●、オイ！●、オーーフォルツァ岐阜！

■チームチャント【選手入場時】
※タオルマフラーや旗、ゲートフラッグ等を掲げて選手を迎えましょう。
■日曜日よりの使者（ザ・ハイロウズ/日曜日よりの使者）

We are 岐阜 We are THE GIFU ラララー ララララー
We are 岐阜 We are THE GIFU ラララー ララララー（ギ･フ！）

■チームチャント
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■個人チャント

１） ＦＣ岐阜コール・その１
● ● ●●● 、エフ！、シー！、ギフッ！！
２） ＦＣ岐阜コール・その２
ギーフッ●●●ギーフッ●●●ギーフッ●●●ギーフッ

01 野田 恭平（JAM Project/牙狼〜SAVIOR IN THE DARK〜）
たーてー！ 修羅（しゅら）のごとくー 恭平 おーまーえーと
今 絆(きずな)胸にー 恭平オーレ

03 吉本 一兼（10-FEET/F.E.E.T）
オーオーオーオー吉本 オーオーオーオーオーオーオー
オーオーオーオー吉本 共に行こう よ！し！も！と！

■手拍子
１） 手拍子・その１
● 、 ●● 、 ● ● ●● 、オイッ！
２） 手拍子・その２
● ● ●●●、●●●● ギフッ！！

04 田中 秀人（B-DASH/人造ライダーイマーン）
田中秀人 ラララーラーラーラーララー
田中秀人 ラーラーラーラララララー

05 川島 眞也
かーわーしーま しんやオーレッ！

■ＦＣ岐阜 We Love You （水森亜土/すきすきソング）
オッオッ オーオｫ オッオッオーオｫ オォォォー（エフシー ギフ！）
オッオッ オーオｫ オッオッオーオｫ オォォォー（エフシー ギフ！）
ＦＣ岐阜 ＦＣ岐阜 We Love You （オイ！オイ！オイ！オイ！）

■エンターテイナー（S.JOPLIN/The Entertainer）
オー オォーオォーオォー Oh エフシ岐阜アーレー
オー オォーオォーオォー Oh エフシ岐阜アーレー
さぁ 胸を張って 戦おうぜ 緑の勇者（ゆうしゃ） アーレー

■ナダレ（Vago y Atorrante）
バモ岐阜バモ 友よ さあ行こう
ナダレろ 暴れろ われらと
熱い気持ち バモ岐阜バモ いざ 今戦おう

■誇り胸に（Hay che bostero）

■我ら岐阜（İsmail Hakkı bey/トルコ軍隊行進曲：Ceddin Deden）
WE ARE GIFU WE ARE GIFU ララーラ ラララララー
おお友よ いざゆかん 時が今ここに
さぁ誇り（ほこり）高き われら岐阜

■ラララ岐阜（フライブルク）
ラーララーラーラー ラーララーラーラー
ラーララーラーラー ラーララーラ ラーラーラ 岐阜！

■アレ岐阜
アレアレー アレアレー アレアレ岐阜アーレー
アレアレー アレアレー アレアレ岐阜アーレー

■ゴール！ＦＣ岐阜

■漢なら（オリジナル）

ゴール！、 ゴール！、 エフシぎっふ！●●
オーオー エフシー岐阜 おーれーたーちと とーもにー
オーオー エフシー岐阜 すべてをかけー たたかえー

■ＦＯＲＺＡ ＦＣ岐阜

共にいこうぜ われらと ラララ ラーラーラ ラーラー
共に闘え(たたかえ) われらと
ラララ ラーラーララー
勝利をつかめ きみが漢(おとこ)なら
バモ バモ GOLAZO（ゴラッソ）！ ラララ ラーラーララー

■情熱を胸に（オリジナル）

ラーラ ラーララーラ ラーラー
ラーラ ラーララーラ ラーー
フォルツァ ＦＣ岐阜！ フォルツァ ＦＣ岐阜！
フォルツァ 岐阜 フォルツァ ＦＣ岐阜！

■アイーダ（凱旋行進曲）（Giuseppe Verdi/Grand March (from aïda)）

燃えたぎる情熱（じょうねつ）をー その胸に持ち 戦え
恐れず（おそれず） 前を向き ゴールを奪え（うばえ）ー

■ぶちかませ（10-FEET/super stomper）
ぶちかまーせー 勝利つかむため 行け 今つーきやーぶれ
ぶちかまーせー 勝利つかむため
Get a Goal！ Get a Goal！ Get a Goal！

■Boys In Green （Basshunter/I can walk on walter, I can fly）
魂（たましい）尽きる(つきる)ーまで 駆けろ(かけろ)星へ友よ
勇気（ゆうき）胸にー抱き(だき) 信じてーいるBoys In Green
（＊）最初はこの歌詞で拍手し、次は「ラ」で歌い跳ねる。繰り返し

■タオル振りチャント

※みんなでタオルや旗を振りましょう。
■モリヤマ（CULTURE CLUB/Karma Chameleon）

エーフ シー ギーフ ゲットゴール！
ゲットゴール ゲットゴーォーール！

■ネットを揺らせ（郷ひろみ/誘われてフラメンコ）
ネットを揺らせユーラユーラー

06 秋田 英義（Survivor/Burning Heart）
Oh秋田！ オォオォー 燃えさかる 魂（たましい）

07 菅 和範（B-DASH/情熱たましい）
和範 和範 ララララ ラ−ララー
和範 和範 ラララララ−

11 染矢 一樹（ガガガＳＰ/つなひき帝国）
ゆけーゆけー バモ染矢 ゆけーゆけー バモ染矢
岐阜の韋駄天(いだてん) バモ染矢 オーレッ！！ バモ染矢

14 嶋田 正吾（串田アキラ/疾風ザブングル）
疾風(はやて)のように アレ嶋田 アレ嶋田

16 西川 優大 (FLOW/GO!!!)

■俺たちと共に（オリジナル）

俺達が 共にいる どんな時も お前と
今ここで みせろ岐阜 誇り（ほこり）胸に 戦え

ネットを揺らせユーラユーラ

■チームコール

オーオー オォオオッオッオッ オォオオーオオー オォオーオオー
ＦＣ岐阜！ ＦＣ岐阜！ ＦＣぎーーーっふ！

電光石火(でんこうせっか)！ 西川優大
弾丸Boy（だんがんボーイ）！ 西川優大
Get a Goal！ 西川優大 ラーララ ララララーラーラー

18 佐藤 洸一 （東京スカパラダイスオーケストラ/White Light）
佐藤洸一 オーレ 佐藤洸一 オーレ
佐藤洸一 俺たちの洸一 オーレ

19 冨成 慎司（thee michelle gun elephant/ジェニー）
トミー トミー 俺たちと 走り抜けろ トミー

23 橋本 卓（Ellegarden/Marry me）
橋本オレ

緑のマタドール

27 押谷 祐樹（銀杏BOYZ/駆け抜けて性春）
押谷 オー押谷 われらと 共に 前に

■シャナナ（ＭＩＮＭＩ/シャナナ）
ラララララララー ラーラー ラーラーラー 岐！阜！
ラララララララー ラーラー ラーラーラー 岐！阜！

■SUNRIZE GREEN（LINDBERG/SUNSET BLUE）
行け 行け われらが ＦＣ岐阜
We are GIFU，We love GIFU，Let's Go！ ＦＣ岐阜
行け 行け われらが ＦＣ岐阜
支え続け−るから （オイ！オイ！オイオイオイオイ！）

■勝利のチャント

■得点時チャント
■ゲットゴール！！
ラララーララ
ラララーララ
ラララーララ
ラララーララ

ラーラー
ラララー
ラーラー
ラララー

※試合に勝った喜びを、高らかに歌いましょう。

■勝利の賛歌（オリジナル）
ラララー
ラーラー
ラララー
ゲット ア ゴール！

WE ARE GIFU 共に われらは 歌う
WE ARE GIFU ここに 勝利の 賛歌（さんか）を
緑の友を われらは誇り（ほこり）
歓喜（かんき）の叫びで 大地よ震えろ（ふるえろ）
勇ましき（いさましき） われら岐阜 絆（きずな）よ 永久（とわ）に オー

