
金沢オーレ
［選手入り待ち］ 

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

赤黒 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×2

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！

ココロはひとつ！ 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）

Red Association 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

待ちきれない 高ぶるこの気持ち　待ちきれない　赤黒クルヴァよ　今熱くなれ

さぁ行こう
［選手入場時］

さぁ行こうぜ金沢　俺たちの夢乗せて　最後まで闘おうぜ　俺たちの誇り

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！

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!

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!

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）

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)

パッション 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）

one step beyond （赤の誇り持って）オオオー　オー金沢×4　オイオイ　オイオイオイオイ

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

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

サブマリン 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

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 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

シアトル バモ金沢　バモ金沢　走れゴールまで　バモ金沢　バモ金沢　走れゴールまで　突き抜けろ
＊　＊＊　＊　＊　＊＊　×３　　＊　＊＊　オイオイオイオイ

Golden Smile オオオオ　イ  ダレ（カナザワ） ララララ　ラララ　ララララ
オオオオ　イ  ダレ（カナザワ） ララララ　ラララ　ラララ
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ZWEIGEN KANAZAWA
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NO 選手名 コール チャント

1 後藤　雅明 ゴトウ ＊＊＊ 気迫で止めろ　バモ　ゴトウマサアキ　難攻不落　オレらの砦

2 山本　義道 ノリミチ ＊＊＊
ヤマモトノリミチ 立ちはだかれ ヤマモトノリミチ 
オオオ オーオオオ

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 石尾　崚雅 リョウガ ＊＊＊
飛んで　飛んで　イシオリョウガ　はねかえせ　リョウガ　
飛んで　飛んで　イシオリョウガ　止めてやれ　リョウガ

5 ア ラ ン フォッサ  アラン Yeah Yeah Yeah バモ バモ アラン オゥオゥ

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 清原　翔平 キヨハラ オレ ＊＊ ＊＊＊
キヨハラショウヘイ 熱い気持ちぶちかませ 金沢の勝利をオレたちと ×2
共に掴み取ろう

8 藤村　慶太 フ・ジ・ムラ フジムラケイタ ララーラ ラララララ

9 小松　蓮 コ・マ・ツ・レン
Go  レン  コマツレン　ガムシャラに駆け抜けろ
Go  レン  コマツレン　その脚でゴール決めろ

10 垣田　裕暉 カキータユウキー ＊＊ ＊ ＊＊ カキタユウキ カキタユウキ ゴールまで ラララララ

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

13 大石　竜平 オオイシ リュウヘイ ＊＊ ＊＊＊
オオイシリュウヘイ　突き進め　オオイシリュウヘイ　決めろ
オオイシリュウヘイ　ゴールまで　走れ　走れ　走れ

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

16 毛利　駿也 モウリ  シュンヤ  ＊＊＊＊
モウリ モウリ モウリ モウリシュンヤ 走れ 走れ 走れ どこまででも
モウリ モウリ モウリ モウリシュンヤ その脚で勝利掴め

17 加藤　大樹 タイキ×3  ＊＊＊ 全力疾走 高速で駆けてく 疾風迅雷 カトウタイキ

18 窪田　稜 クボタ　クボタ　×3
切りさけ クボタリョウ（オーレ） 闘え クボタリョウ（オーレ）
ぶち抜け クボタリョウ（オーレ） そのスピードで

21 新井　栄聡 アライ　＊＊＊
アライヨシアキ　そびえ立つ　アライヨシアキ　そびえ立つ
金沢の壁　守護神　ヨシアキ

22 クルーニー バモ バモ バモス ジオ プラビダ　ジオ　オオオオオ　エル　ティコ　ジオ　オオオオオ

23 白井　裕人 ユウト ＊＊＊
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 長谷川　巧 タ・ク・ミ  ＊＊
ハセガワタクミ　突っ走れ　電光石火　突っ走れ　
ゴール向かって進めよ　タクミ

25 小島　雅也 コジマ　＊＊＊
ラーラララ　コジママサヤ　ラララ　ラーララ　
走れ　コジママサヤ

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

32 島津　頼盛 ライセイ  ＊＊＊
ライセイ ライセイ ライセイ ゴール シマヅライセイ※
ライセイ ライセイ ライセイ お前の魂が　（※繰り返し）
ライセイ ライセイ ライセイ　オレらを熱くする（下線部が追加）

33 梅鉢　貴秀 ウメバチ  ＊＊＊ ウメバチ Don't stop バチ ウメバチ Don't stop ウメバチ

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、または今シーズンより変更


