
選手コール・選手チャント

#1 児玉 剛 (Tsuyoshi Kodama)
 こだま　＊ ＊ ＊
　　こだーまつよしー ララーララ
　　こだーまつよしーやってやれ
　　俺らの守護神　みせてやれ
　　ラララー　こだまつよしー

GK
#21 櫛引 政敏 (Masatoshi Kushibiki)
 くしびき　＊ ＊ ＊
　　くしびきー　ラララララララー
　　ラララララララー
　　ラララララララーラーラ   
　　くしびきー

#28 摂津 颯登 (Hayato Settsu)
 せっつ　＊ ＊ ＊

#40 射庭 康太朗 (Kotaro Iba)
 いば　＊ ＊ ＊

#2 ジャイロ・ロドリゲス (Jairo Rodrigues)
 ジャイロ　＊ ＊ ＊
　　ジャイロ ロドリゲス ラララララー
　　ジャーイロ　ジャーイロ
　　ジャーイロ　ジャーイロ

DF

#3 栗山 直樹 (Naoki Kuriyamai)
 くりやま　＊ ＊ ＊
　　おーおお　なーおき
　　おーおお　なーおき
　　おー山形の壁　くりやまなおーき

#4 三鬼 海 (Kai Miki)
 みき かーい　＊ ＊ ＊ ＊

#6 山田 拓巳 (Takumi Yamada)
 やまだ　＊ ＊ ＊
　　れっつごー　やまーだ
　　ラーラーララー　ララー
　　れっつごー　やまーだ
　　サイド　駆け上がれ

#15 加賀 健一 (Kenichi Kaga)
 かーが かーが かーが　＊ ＊ ＊
　　かーがー　かーがー
　　かーがー　かーがー

#19 松本 怜大 (Ryota Matsumoto)
りょうた　＊ ＊ ＊
　　ララララララ　まつもとりょうた
　　おれらのりょうたー

#23 熊本 雄太 (Yuta Kumamoto)
くまもとゆうた　＊＊　＊＊　＊

#24 古部 健太 (Kenta Furube)
ふるべ　＊ ＊ ＊

#33 西村 竜馬 (Ryoma Nishimura)
にしむら　＊ ＊ ＊

#35 坂井 達弥 (Tatsuya Sakai)
さかい　＊ ＊ ＊

#38 田村 友 (Yu Tamura)
たむーらゆーう　＊＊　＊＊　＊＊

#7 松岡 亮輔 (Ryosuke Matsuoka)
 まつおか　＊ ＊ ＊
　　No.7を背負ってる　まつおかりょすけ
　　俺らと共にテッペンへ　まつおかりょうすけ
　　ゆけゆけ　どこまでも　まつおかりょうすけ
　　ゆけゆけ　どこまでも　まつおかりょうすけ

MF

#8 アルヴァロ・ロドリゲス (Alvaro Rodrigues)
 アルヴァロ　＊ ＊ ＊
　　アールーヴァーロー　ロドリゲス
　　アルヴァロ　アルヴァロ

#14 本田 拓也 (Takuya Honda)
 ほんだ　＊ ＊ ＊
　　ほんーだたくーや　ララララー
　　ほんーだたくーや　オー
　　ほんーだたくーや　ララララー
　　ラララ　ほんだーたくやー

#16 小林 成豪 (Seigo Kobayashi)
 せい！ごう！こばやし！　せい！ごう！こばやし！

#17 中村 駿 (Shun Nakamura)
 なかむらしゅん　＊　＊　＊＊＊
　　ララーラララララ　ラーラーラ
　　ゲットゴール　なかむらしゅーん
　　ララーラララララ　ラーラーラ
　　ゲットゴール　なかむらしゅーん

#18 南 秀仁 (Shuto Minami)
みなみ　＊ ＊ ＊
　　おーしゅうとー　魅せてやれ
　　お前の　シュートが見たいのさ
　　おーしゅうとー　決めてやれ
　　お前の　ゴールが見たいのさ

#20 安西 海斗 (Kaito Anzai)
あんざい　＊ ＊ ＊

#25 汰木 康也 (Koya Yuruki)
ゆるき　＊ ＊ ＊
　　ゆーるき　ゆーるき
　　ゆーるき　ラララーラ
　　ゆーるき ゆーるき
　　ゆーるき　ララララー

#29 ク・ボンヒョク (Koo Bonhyeok)
ク！ボン！ヒョク！　＊　＊＊　＊

#42 楠神 順平 (Jumpei Kusukami)
くすかみ　＊ ＊ ＊

#49 内田 健太 (Kenta Uchida)
うちだ　＊ ＊ ＊

#9 フェリペ・アウベス (Felipe Alves)
 フェリーペ　アウベス　＊＊　＊＊　＊
　　フェリペーアウベス　ラーララーラララー
　　フェリペーアウベス　ラーララーラララー

FW

#11 阪野 豊史 (Toyofumi Sakano)
 さかの　＊ ＊ ＊
　　さかの とよふみ　さかの とよふみ
　　さかの とよふみ　ラララー
　　ゲットゴール

#22 中村 駿太 (Shunta Nakamura)
 しゅんた　＊ ＊ ＊

#27 北川 柊斗 (Shuto Kitagawa)
 き！た！がわ！　き！た！がわ！

#39 中山 仁斗 (Masato Nakayama)
 なかやままさと　＊＊　＊＊　＊
　　なかやままさと　なかやままさと
　　魅せろ　まさと　ゴールを奪え
　　なかやままさと　なかやままさと
　　魅せろ　まさと　決めまくれ

#50 ブルーノ・ロペス (Bruno Lopes)
ブルーノロペス　＊　＊　＊＊＊

＊：太鼓に合わせて手拍子



ULTRAS ACMY SUPPORTERs SONG CARD

http://www.youtube.com/user/realtohoku2010

【Youtubeチャンネル】その他、たくさんのチャントがあります。
是非Youtubeでチェックしてください。

PARK
さぁ ゆこう　山形　勝利を掴めー
我らの　誇りを　歴史に刻めー
ラーララ　ヤマガタ　ララララーララー
ラーララ　ヤマガタ　ララララーララー

ネシア
アレ　アレ　オ　ヤマガタ　青白のタマシイ
アレ　アレ　オ　ヤマガタ　勝利を掴みとれ
オーオーオーオー　オオオオー
オオオオー　オオオオ
オーオーオーオー　オオオオー
オオオオー　オオオオ

SAMURAI
アーレー　アーレー　出羽山形
青白のサムライよ　共に闘おう

OVER THE RAINBOW
(マフラーを掲げながら)
オー　オー　オーオオオーオー
オーオーオー
オー　オー　オーオオオーオー
オーオオオーオーオー

BLUE IS  THE COLOUR
Blue is the colour,football is the game
We’re all together, and winning is our aim
so cheer us on through the sun and rain
‘cause YAMAGATA is our name
La La La La La・・・・・・・・・・・・・・・・

モンテディオ県民歌
(マフラーを掲げながら)
月山の雪　紅そめて　ほがらに明け行く
新生日本　興すは力　若き力
今先駆けて　我ら起つ
モンテディオ山形　フレーフレー
ヒップ　ヒップ　フレー

ニヴァウド
アレアレアレ　山形
アレアレアレ　山形
アレ　山形　アレ　山形
アレアレアレ　山形
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

応援歌(チャント)を覚えて
スタジアムで選手を鼓舞しよう！！

山形ゴール
ゴール　山形　ゴール
オーオオオ　山形　ゴール

チームコール
ヤマガタ　ディオ　＊　＊　＊＊＊
ヤマガタ　ディオ　＊　＊　＊＊＊

YAMAGATA  DIO（1番）
オーオオオーオー　オーオオ
オーオオオーオー　オーオオ
オーオオオーオー　オーオオ
オーオオオーオー　オーオオ
オイ！　オー　オイ！　オー
オイ！　オイ！　ヤマガタ　ディオ

＃応援の基本＃
・声はお腹から！！（腹式呼吸で大きな声を）
・手拍子は頭の上で！！
・跳ねるときは人より高く！！


