
17ツエーゲン金沢2017年チームチャント集

■Red Association［選手入り待ち］
オオ　行こう　フォルツァ　ツエーゲン　奮わせろ　金沢魂　俺たちがついている　ココロはひとつ　俺ら金沢　アレアレアレ
■赤黒［練習中］
声上げ　こぶし上げ　歌え　跳ねろ　赤黒×2　ララララーララララー　ラーラーララララ　金沢×4
■ココロはひとつ！［練習中］
オー　声を出せ！　飛び跳ねろ！　ココロはひとつ！　俺ら金沢×2
ラー　ラララララー　ラララララー　ラララララーララー　俺ら金沢×2（手拍子）
■さあ行こう金沢［選手入場時］
さあいこうぜ　金沢　俺たちの　夢乗せて　最後まで　闘おうぜ　俺たちの　誇り×2　オーオーオーオー･･･×1
■俺たちの想い
さあいこう　金沢と共に　俺たちの想い　力の限り歌え！
■マラカ
オー　金沢オレオレ　金沢オレオレ　金沢オレオレ　金沢オレオレ（手拍子）
■SKAダッシュ
オオオ　オオオオ　走り出せゴールへ　オオオ　オオオオ　俺たちはもう止まらない
■Gappa
クロユリ　胸に　男たちよ　ガッパになって　あばれまくれ
ダレ金沢　ダレ金沢　ダレ金沢　オオオ　ダレ金沢　ダレ金沢　ダレ金沢　オーオ
■スターダストメモリー
ツエーゲンカナッザー（ワ）　俺たちと共に　さあ行こう　勝利を目指し　走りぬけ　オイオイオイオイオイオイ！
■アレアレ金沢
アレアレアレ　金沢　アレアレアレ　金沢　アレアレアレ　アレアレアレ　アレアレアレ　金沢×2（手拍子と一緒に）
オーオオオオオオー　オーオオオオオオー　オーオオ　オーオオ　オーオオオオオオー（拳を挙げて）
■アイランド
ヘイ　ヘイ　オーオオ×3　ヘイ　ヘイ　1・2・3・4
※ヘイ　ヘイ　オーオオ×4　オー　金沢レッツゴー×4　レッツゴー　レッツゴー　オー　金沢レッツゴー×2  (※くりかえし)
■バモツエーゲン
オー　バモ　ツエーゲン　ツエーゲン　ツエーゲン　バモ　ツエーゲン　オイ　オイ　オイオイオイオイ
■エンターテイナー
オオ　オオー　オオー　オオー　オオ　金沢　オオーオー×2　今　戦え　金沢　俺らの誇り
■BASKET CASE
共にいこう　心はひとつ　俺達の誇り　金沢　オイオイオイオイオイオイ
フォルツァ　ツエーゲン　闘え　ツエーゲン　さあさあここから戦おう！　オイオイオイオイオイオイ
オオオオオオオーオーオー　オオオオオオオーオーオー　みせてやれ　金沢魂　俺達がついているぜ!
■グレース
オー　オオオオー　金沢　オー　金沢　オオオオー　オー　オオオオオー
フォルツァ　金沢　＊＊＊　オーオーオー　＊＊＊＊　ハイ　＊＊＊＊　ハイ　＊＊＊＊＊＊＊　LET’S GO!
■パッション ＊は手拍子
さあ行こうぜ　ツエーゲン×2　ラーラ　ラララ　ラーララララーラーラ（右側より両手を振る）
カモン　カモン　ツエーゲン　カモン　＊＊（呼び込む）
■金沢オーレ
カナザワ　オーレー　カナザワ　オーレー　カナザワ　オーレー　オーレー
■サブマリン  ＊は手拍子
FORZA　ツエーゲン　さあいこうぜ　FORZA　ツエーゲン　アレアレオオー
アレアレー　アレアレー　FORZA　ツエーゲン　アレアレー×2
フォル　ツァ　ツエー　ゲン　アレアレアレ　＊＊　アレアレアレ　＊＊　アレアレアレ×2
■セットプレイ1（旧・ゲットゴール金沢）［コーナー時］
カーナザーワー　ゲット　ゴール　カーナザーワー（コイコイコイコイ)
■セットプレイ2［FK＆コーナー時］
オーオイ　オイ オイ オイ　オイ オイ オイ　ラーララララララ　金沢　金沢　金沢×2　オーオー
■one step beyond
赤の誇りを持って　オオオー　オー金沢×4　オイオイ　オイオイオイオイ
■ラララ金沢［ゴール時］
ラララ　ラーラー　ララララー　バモ金沢（ハイハイハイ！）　ラララ　ラーラー　ララララー　ラーラーラー（ハイハイハイ！）
■勝利の歌［勝利挨拶時］
愛してる　俺たちの　ツエーゲン　誇り胸にして　俺らの夢は続いてく　金沢魂　ある限り
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選手 コール（＊は手拍子） チャント

1 原田 直樹 ナオキ  ＊＊＊ ナオキ  ゴーナオキ  ゴールの番人  ナオキ  ゴーナオキ  オレらの守護神

2 阿渡 真也 シンヤ×3  ＊＊＊  （シンヤ  オーオ）×2   （アレアレオーアレオーオ）×2

3 作田 裕次 サ・ク・ダ  ＊＊ サクダユウジ  サクダユウジ  お前の力見せてやれ

4 小柳 達司 コヤナギ  ＊＊＊ コヤナギタツシ  今 戦え  コヤナギタツシ  さぁ 走れ

5 太田 康介 コースケ  ＊＊＊ オオタコウスケ  ラララ  ラララ  勝利のために
    オオタコウスケ  ラララ  ラララ  今立ち上がれ

6 大橋 尚志 ヒサシ  ＊＊＊ オーオーオーオオ  オオハシ  駆け抜けろ  オオハシ
    風を切れ  オオハシ  オーレ  オーレ  走れヒサシ

7 秋葉 勝 マサル  ＊＊＊  （アキバマサル  アレアレオ）×2  勝利目指して走り出せ  その脚で  オゥオゥ

9 佐藤 洸一 コ・ウ・イチ  （サトウコウイチ  サトウコウイチ  サトウコウイチ  ゲットゴール）×2
     （サトウコウイチ  ラーラー）×4

10 中美 慶哉 ナカミ  ＊＊＊  （ナカミー ケイヤー）×2  ラララー ナカミーケイヤー

11 杉浦 恭平 キョウヘイ オレ  ＊＊ ＊＊＊  （スギウラキョウヘイ）×2  戦え  キョウヘイ  さぁ行け GO キョウヘイ

14 金子 昌広 カネコ  ＊＊＊ ラララララ  ラララララ  カネコマサヒロ  お前が魅せてやれ 

15 宮崎 幾笑 キ・ワ・ラ  ＊＊  （オオオーオオ）×2  アレアレ  キワラ  （オオオーオオ）×2  ミヤザキ  キワラ　

17 富田 康仁 トミタ  ＊＊＊ オオオオ  トミタ  金沢の魂！  オレオレ  トミタ  行くぜー！

18 野田 紘史 ノダコウジ×2  ＊＊  （ラララ ノダコウジ）×2  オー  ラララ ノダコウジ  ラララ ノダコウジ

19 垣田 裕暉 カキータユウキー  ＊＊ ＊ ＊＊ カキタユウキ  カキタユウキ  カキタユウキ  オオ

20 嶺岸 佳介 ミネギシ  ＊＊＊ オーイェー  ミネギシ  イェー  ケイスケ  イェー  駆け上がれ

22 田尻 健 タジリ  ＊＊＊  （止めろ  タジリケン  オオオオオ）×4  タジリケーン

23 白井 裕人 シライ ＊＊＊  （シーライユウト  ラーラララ）×2  見せろお前の力  シーライユウト  ラーラララ

24 大槻 優平 オオツキユウヘイ  ＊＊ ＊＊＊ オレたちのオオツキユウヘイ  熱いココロ止まらない  
    動き出すよ  魂込めて  走れ  ユウヘイ  走れ ×2

25 星野 有亮 ホシノ  ＊＊＊ ホシノ  ユウスケ  ラララララ  燃えてゆけ×4

27 廣井 友信 ヒロイ×3  ＊＊＊ ヒロイ  ヒロイ  ヒロイトモノブ  ヒロイ  ヒロイ  オレらと共に×2

28 石田 崚真 リョウマ リョウマ ×3 オオ  リョウマ  サイドを  リョウマ  駆け上がれ  オオ  リョウマ
    オオ  リョウマ  ゴールまで  リョウマ  走り抜け  オオ  リョウマ

29 キム・テソン テッソン  ＊＊＊ イギョラ  イギョラ  イギョラ  テソン  ファイティン  テソン ×4

30 山﨑 雅人 ヤマザキ  ＊＊＊ 見せつけろ  ヤマザキ  ゴールを狙ってる  オオオ  オオオ  オオオ
    決めてやれ  ヤマザキ  ゴールを狙ってる  オオオ  オオオ  オオオ ×2

31 原田 欽庸 ヨシノブ   ＊＊＊ アレアレ  ハラダヨシノブ   アレアレ   ハラダヨシノブ×3

33 ビョン ジュンボン ビョン・ジュン・ボン  （ビョン  ジュンボン  オレオレ）×4

39 庄司 朋乃也 ホノヤ  ＊＊＊ オオオオオ  ホノヤ  オオオオオ  ショウジホノヤ
    オオオオオ  ホノヤ  オオオオオオオ  ショウジホノヤ

45 沼田 圭悟 ヌマタ  ＊＊＊  （バモ  ヌマタケイゴ  オオオオ）×3  バモ  ヌマタケイゴ  オー  ケイゴ

※太字は新入団選手、 背景グレー はシーズン途中加入選手
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