手拍子を！

●ARMY
アレー愛媛 アレーオー×４
オーオオオ オーオー×４
●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
★GALA NEW!
【アレアレー アレアレー アレアレア愛媛×２】
【】内繰り返し
We want goal ラララララ×４
さあ決めようぜ 愛媛の戦士 さあ決めようぜ ニンスタを揺らせ ●La EFC
ラ ララララ ララララ ララララーラー×２
さあ決めようぜ 何度でも もう待ちきれないぜ!
ララララララララララララ×４
※アウェイ時:ニンスタ→スタンド 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!
★青と白 NEW!
(タンタンタタタン)C!フォッツァ!愛媛!
【】内繰り返し
アレーアレー アレアレアーレー
●FORZA
闘え愛媛 勝利のため
アーレー フォッツァ愛媛×４
●BLU ARANCIO
●突っ走れ
さあ行こう 熱くなれ 俺たちの ブルアランチョ
ララララ ララッララー 俺たちの愛媛 負けるわけはないさ
オーオオオ オーオオオ オーオオオ オッオッオッ
ララララ ララッララー 俺たちの愛媛 勝利に向かって突っ走れ
●伊予魂
●＃27
さあ行こうぜ愛媛 戦いの時がきた
愛媛 ゴール 愛媛 ラララララーララーララララー
輝く未来は俺たちのもの 魅せてくれよ 伊予魂
●Hey!Come on!
※『』内と「」内は交互にかけ合います
●ミケランジェロ
Hey!Come on! Hey!Come on! 愛媛FC Hey!Come on!
やっちまえ 遠慮はいらねえぞ 熱くなれ 誇りを胸に
Hey!Come on! Hey!Come on! 愛媛FC Hey!Come on!
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
『もーてこい』 「もーてこい」 『もーてこい』 「もーてこい」
【ラーラーラララララー オー愛媛×２】
【】内繰り返し
『もーてこい』 「もーてこい」
●アムステルダム
●叩きこめ
暴れ狂え 飛び跳ねろ 熱くかませよ
愛媛がゴールを決めたなら 俺らは歌い踊るだろう
みんなで騒ぎ叫ぼうぜ 今日はお祭りさ
愛媛のために決めてくれ ヤツらのゴールに叩きこめ
オオオーオオ オーオオ 俺たち愛媛
●GET GOAL
オオオーオオ オーオオ オーオオオオオ
●Let's goooo EHIME
※読みはLet's goooo(レッツゴーオー) 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
オオーオオオオオー Let's goooo EHIME
●エウロ
ララーラララララー Let's goooo EHIME
オオオオオーオオ オーオ愛媛×４
ララーラララララー Let's goooo EHIME
フォルツァ フォルツァ アレアレ×２
ラララララララー ラララララララー

愛媛チャント集‐2017‐

旗をふろう！

‑‑‑‑‑チームチャント‑‑‑‑‑

手拍子を！

手拍子を！

手拍子を！

‑‑‑‑‑個人チャント‑‑‑‑‑
※キックオフ45分前からピッチ内で選手のアップが始まります。
それに合わせて個人チャントを歌います。

２.浦田 延尚 Nobuhisa URATA
うーらたのぶひさ×４
３.玉林 睦実 Mutsumi TAMABAYASHI
奪い取れ 駆けあがれ たーまばやし むーつみアレ
４.西岡 大輝 Daiki NISHIOKA
にーしおか にーしおか にしおか にしおか にしおかだいき
５.藤田 息吹 Ibuki FUJITA
ふじたいーぶき いーぶきララララ ふじた いーぶきアレ
７.近藤 貴司 Takashi KONDO
オーオオオッオッオッ オーオオオッオッオッ
オーオオオッオッオッ こんどうたかし
８.小島 秀仁 Syuto KOJIMA
こじましゅうと キラキラしゅうと
こじましゅうと しゅうと しゅうと
９.有田 光希 Koki ARITA
ありた ありたこうき ありた ありたこうき
ありた ありたこうき ゴール
１４.白井 康介 Kosuke SHIRAI
しらいこうすけ そのスピードでキリキリ舞いさせろ
しらいこうすけ 俺らまだまだ物足りないらしい
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
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 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
２３.林堂 眞 Makoto RINDO
センターバック りんどう まこと

●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
●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

‑‑‑‑‑入り待ちで歌おう♪‑‑‑‑‑
●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

‑‑‑勝利の後にみんなで歌おう♪‑‑‑
※試合終了後はメインスタンド・バックスタンドとゴール裏スタンドを
繋ぐブリッジが解放されております。試合終了後はホームゴール裏スタ
ンドに集まり、選手と共に喜びを分かち合いましょう。

●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
※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♪
Youtubeにて応援動画を公開して このチャント集は愛媛サポーター
のカンパで製作しています。
おります。
気になる応援があったらコチラを ご協力いただきました皆様、
ありがとうございます。
チェック！
チャントを覚えて一緒に歌ったり、 その他の応援情報につきましては
コチラをご覧ください。
手拍子したり、選手の後押しを
愛媛ゴール裏net
よろしくお願いします。
BLOG
U.E.C.N
http://blog.curva‑ehime.com
Youtube
Twitter
http://m.youtube.com/
＠FORZA̲EHIME
user/uecn2012

