
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

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)

カミナリ 決めろ　金沢の男　その一撃で　
決めろ　金沢の男　カミナリのように

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）

アトランタ オーオオオオーオオオオーオオオオーオーオーオー×4
オ　金沢 金沢 オオオ オーオー×2

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

俺たちの街
［アウェイチャント］

俺たちが金沢　勝利を持って帰ろう　愛するあの街へ　俺たちの街へ
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ZWEIGEN KANAZAWA
ツエーゲン金沢2020年選手チャント集

NO 選手名 コール チャント

2 山田　将之 ヤマダ ＊＊＊
ヤマダ マサユキ ヤマダ マサユキ
ヤマダ マサユキ オーオーオーオー (オー)

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

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 山根　永遠 トワ トワ トワ レッツゴー ×３
オーオオオオオオーオオー　オーオオオオオオー
フォルツァ トワ　フォルツァ トワ　ヤマネトワ　ゲットゴール

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 ル カ オ ル・カオ  ル・カオ　
ゴゥ ルカオ オレオレ ララ ラララララ
ゴゥ ルカオ オレオレ ヴォセ エ オ カーラ

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 本塚　聖也 トシヤ ＊＊＊ トシヤ 風に乗れ　トシヤ ゴールまで　走れ モトヅカトシヤ

17 加藤 陸次樹 ム・ツ・キ  ＊＊ カトウムツキ 決めろ カトウムツキ　赤い誇りを持って 熱くゴール揺らせ

18 窪田　稜 ク・ボ・タリョウ
（コール変更）

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

19 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

20 西田　恵 メグム ＊＊＊
ニシダメグム ラララララ　ニシダメグム ラララララ　
縦横無尽 その脚で　ニシダメグム 走り出せ

21 石井　綾 イシイ ＊＊＊
守れイシイリョウ　止めろイシイリョウ
守れイシイリョウ　金沢の壁 イシイリョウ

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 高安　孝幸 タカヤス ＊＊＊
タカタカタカ タカヤス　タカタカタカ タカユキ
サイドえぐれ タカヤス　バモ タカヤス タカユキ 

26 田路　耀介 トウジヨウスケ　トウジヨウスケ 闘えヨウスケ 俺たちがついてる　勝利掴んで耀
かがや

け トウジヨウスケ

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

29 ホドルフォ
チット チット バモス　チット 
＊＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊

バモ チット フォルサ チット　バモ チット ララララ

30 上田　樹 イツキ ＊＊＊
俺らの希望　きらめけ　ウエダイツキ　
俺らと共に　オオ 守れ　守れ　ウエダイツキ

34 杉井　颯 ハヤテ ＊＊＊
ラーラ ラララ スギイハヤテ　俺たちを痺れさせろ
ラーラ ラララ スギイハヤテ　誇り胸に さあ輝け

39 下川　陽太 シモカワヨウタ ＊＊ ＊＊＊
ゴール目指して ララララ　こじ開けろヨウタ
サイド切りさけ ララララ　シモカワヨウタ

※太字は新入団選手もしくは変更があった箇所


