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●この街で
※オーオ…から旗ふり
この街で生まれ この街で育ち この街で出会いました あなたとこの街で
俺たちの愛媛 俺たちの誇り 俺たちと共に歩もう 愛するこの街で
オーオオオオ…(以下繰り返し)
●ビータ
かけるものがないのなら 俺たちの人生かけよう 恐れることなどないさ
暗闇かき分け 情熱たぎらせ 闘え俺たちの愛媛
●ミケランジェロ
やっちまえ 遠慮はいらねえぞ 熱くなれ 誇りを胸に
さあ行こうぜ もう誰にも止められない 勝利だけ 迷わず進め
【ラーラーラララララー オー愛媛×２】
【】内繰り返し
●アムステルダム
暴れ狂え 飛び跳ねろ 熱くかませよ みんなで騒ぎ叫ぼうぜ 今日はお祭りさ
オオオーオオ オーオオ 俺たち愛媛 オオオーオオ オーオオ オーオオオオオ
●愛の唄
アレアレ 愛媛アレ 何があっても変わらない想い
俺たちの愛 歌い続ける 寝ても覚めてもお前だけ
●Let's goooo EHIME
※Let's goooo EHIMEはレッツゴーオーえひめと読みます
オオーオオオオオー Let's goooo EHIME ララーラララララー Let's goooo EHIME
ララーラララララー Let's goooo EHIME ラララララララー ラララララララー
●男なら
オーオ愛媛 その全て賭けて オーオ愛媛 栄光を掴め
&
さあ何も恐れず ただ突き進め 愛媛の男なら
●EFC Allez!
さあ今日も 共に闘い 勝利を 掴もうぜ
オーオオー ラーラーラーラララー エーエエー EFC アレー
●アイーダ
オオー We are 愛媛 We are 愛媛 We are 愛媛 オーオオ オーオオ オーオオ
●伊予魂
さあ行こうぜ愛媛 戦いの時がきた 輝く未来は俺たちのもの 魅せてくれよ 伊予魂
●俺らの街
俺らの街の 誇りを胸に刻み込み 勝利に向かって 戦え!エ・ヒ・メ
【アレアレー アレアレー アレアレア愛媛×２】
【】内繰り返し
●La EFC
ラ ララララ ララララ ララララーラー×２
オーオオオーオオオー愛媛オーオー×２
(タンタンタタタン)E!(タンタンタタタン)F!(タンタンタタタン)C!
フォッツァ!愛媛!
【】内繰り返し
●バモ愛媛
オーバモ愛媛 オッオッオーバモ愛媛 オーバモ愛媛 バモス愛媛
●FORZA
アーレー フォッツァ愛媛×４
●突っ走れ
ラーラーラーラ ララッララー 俺たちの愛媛 負けるわけはないさ
ラーラーラーラ ララッララー 俺たちの愛媛 勝利に向かって突っ走れ
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●Hey!Come on!
Hey!Come on! Hey!Come on! 愛媛FC Hey!Come on! ×２
もーてこい もーてこい もーてこい もーてこい もーてこい もーてこい
●叩きこめ
愛媛がゴールを決めたなら 俺らは歌い踊るだろう
愛媛のために決めてくれ ヤツらのゴールに叩きこめ
●GET GOAL
ラララーラ ラララーラ 愛媛ゲットゴール
ラララーラ ラララーラ 愛媛ゲットゴール 愛媛ゲットゴール
●Swingin'EHIME(得点時)
(タタタンタタタンタタタンタン)オイ! ×２
スウィーギン スウィンギン愛媛 フォーエヴァー きっかけはお前のゴール
俺たちのハート 熱くさせるのは ただ１つ 愛媛のゴール
●勝利の歌
愛をこめて歌い騒げ 俺たちの愛媛が勝ったから
理由なんて他に何もない ラララララララ…
●アルプス
※勝利した後、みんなで肩を組みながら横揺れダンス
俺たち愛媛が掴んだ勝利さ みんなで喜び歌おうぜ Hey! ラーラララ…ラララララ♪
１.児玉 剛(NEW) Tsuyoshi KODAMA
こだま こだま こだま オオオオ つよし つよし こだまつよし
２.浦田 延尚 Nobuhisa URATA
うーらたのぶひさ×４
７.村上 巧 Takumi MURAKAMI
むら かみ たくみアレ 俺たちと共に行こう むら かみ たくみアレ 俺たちのたくみアレ
８.吉村 圭司 Keiji YOSHIMURA
よしむら HA‑HA よしむら HA‑HA けいじ けいじけいじ レッツゴー
１０.瀬沼 優司(NEW) Yuji SENUMA
せぬまゴル×２ オオオ せぬまゴル×２ オオオオ せぬまゴル×２ せーぬーまゆうじ
１１.表原 玄太 Genta OMOTEHARA
オーオー魅せてくれ おもてーはらー さあーゴールを目指して行け
１４.玉林 睦実(NEW) Mutsumi TAMABAYASHI
奪い取れ 駆けあがれ たーまばやし むーつみアレ
１８.西田 剛 Go NISHIDA
ゴールにしだごう にーしだごう ゴーゴーにしだごう
１９.渡辺 亮太 Ryota WATANABE
バモ バモ りゅうしょうゴール×２
わたなべりょうた×３ ラララララララー わたなべりょうた×３ ラララーラーラララーラー
２０.河原 和寿 その１ Kazuhisa KAWAHARA
かわはらゴール かわゴール バモかわはら
２０.河原 和寿 その２(NEW) Kazuhisa KAWAHARA
かわはらかずひさ 俺たちと共に かわはらかずひさ まだ見ぬ 世界へ
２２.近藤 貫太 Kanta KONDO
こんどうかんた バモかんた 愛媛の至宝 こんどうかんた
２３.林堂 眞(NEW) Makoto RINDO
センターバック りんどう まこと
２５.村上 佑介(NEW) Yusuke MURAKAMI
(タンタンタン タンタンタタン)スイグン!スイグン!ゆうすけ!(タンタンタン タンンタンタタン)一撃必殺!ゆうすけ!
ラーラララーラー ララララーラー むーらーかーみーゆうすけ×２
２６.藤 直也 Naoya FUJI
さあ行けイキイキ ふじなーおやー ピッチの上で思いっきりジャンプしよう
愛媛の
俺たちのなおーや ふーじふじ

