
愛媛 FCチャント集—2019—  

※このチャント集はサポーターのカンパで製作しています。カンパにご協力頂いた皆様に感謝申し上げます。 

‐‐‐チームチャント‐‐‐ 

★Tainer Swift    NEW! 
オオオオーオ オーオオー オオオ 愛媛 FC アーレー 
オオオオーオ オーオオー オオオ 愛媛 FC アーレー 
オオオオ オオオオ 愛媛 FC アーレー 
★グラスゴー     NEW! 
ココは 俺たちのホーム オーオーオーえひめ  
狂わせてくれよ 
今日も最高の時を オーオーオー sing this song 
Football is coming home 
オー オーオーオーオーオオー オーオーオーオオオー 
オーオーオーオオオー ※繰り返し 
★RC            NEW! 
今日もここから 俺たちの声で  
熱い手拍子で オーオやってやれ 
愛媛ラララララ×4 
●La 伯方の島 
俺たちの闘いの歌 この声枯れるまで 
俺たちの街の誇り 全てを捧げよう 
さぁ闘う覚悟はいいか 一歩も引く気はないさ 
進め 何があっても    （みな） 
さぁ今こそやる時だから 皆の声を一つに  
想いの限り叫べよ 
え・ひ・め 
オオ オオオオオ オオ オオオオオ オオ オオオオ 
え・ひ・め 
オオ オオオオオ オオ オオオオオ オオ オオオオ 
●AINAN 
アレー 俺達の誇り 愛媛のために さぁ行こう 共に闘おう 
オオー オオオオオオオー オオオオオオオー オーオオー 
オーオーオ オッオッオッ 
●ゴルゴ（得点時） 
ラララララララララララー 
オオオオー オオオオオオー 

●ARMY 
アレー愛媛 アレーオ×4    手拍子を！  
オーオオオ オオーオ×4 
●俺らの街       旗をふろう！  

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】【】内繰返し 
●La EFC 
ラ ララララ ララララ ララララーラ×2 
  オーオオオーオオオー愛媛オーオー×2 
  （タンタンタタン）E！（タンタンタタン）F！ 【】内 
  （タンタンタタン）C！フォッツァ！愛媛！     繰返し 
●FORZA 
アーレー フォッツァ愛媛×4  手拍子を！  
●突っ走れ 
ララララ ララッララー 俺達の愛媛 負けるわけはないさ 
ララララ ララッララー 俺達の愛媛 勝利に向かって突っ走れ 
●バモ愛媛          旗を振ろう！   
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 
●Hey!Come on! ※『』内と「」内は交互にかけ合います 
Hey!Come on! Hey!Come on! 愛媛 FC Hey!Come on! 
Hey!Come on! Hey!Come on! 愛媛 FC Hey!Come on! 
『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」 
●叩き込め 
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込め 
●#27 
愛媛 ゴール 愛媛 ラララララーララーララララー 
●GET GOAL           手拍子を！  
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 
●ブチコメ 
ブ・チ・コメ！ ブ・チ・コメ！ 
 

●GALA 

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 
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 ※AWAY:ニンスタ→スタンド 
●青と白 
アレーアレー アレアレアレー  
闘え愛媛 勝利のために 
●BLU ARANCIO      手拍子を！  
さあ行こう 熱くなれ 俺たちの ブルアランチョ 
オーオオオ オーオオオ オーオオオ オッオッオッ 
●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 
●熱くなれ 
熱くなれ この街のために 勇気を出して行こうぜ 共に闘おう 
 
 
 
 
 
Youtube にて応援動画を公開しています。 
Youtube、各 SNS にて応援情報を発信中！ 
Youtube http://m.youtube.com/user/uecn2012 
Twitter @brigate_arancio 
Instagram u.e.c.n.2012                     

●Hey! Goal! 
Hey! Goal! EFC 
●エウロ 
オオオオオーオオ オーオ愛媛×4 
フォルツァ フォルツァ アレアレ×2 
●男なら 
オーオ愛媛 その全てかけて オー愛媛 栄光を掴め 
さあ何も恐れず ただ突き進め 愛媛の男なら 
●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 
●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―エエー EFC アレー 
●Let’s goooo EHIME ※読みは Let’sgoooo（レッツゴーオー） 

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 
●この街で 
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 オオオオ・・・（以下繰返し） 
 
 
 
 
 
 
その他の情報はコチラをご覧下さい。 
Twitter @FORZA_EHIME 
愛媛ゴール裏 net BLOG 
http://blog.cruva-ehime.com        



 

●アイーダ 
オオー We are 愛媛 We are 愛媛 We are 愛媛 
オオオ オオオ オオオ 
●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 
●最後まで戦え 
俺らの夢を乗せ 最後まで戦え ここに俺たちがいる！ 
どんな苦しい時も 行こうぜ愛媛 
●愛媛が大好きさ 
愛媛が好きなら手を叩け（タン）愛媛が好きなら声を出せ（オイ） 
愛媛が好きなら飛び跳ねろ 俺たちゃ愛媛が大好きさ 
オッオッオッオッ・・・・ 俺たちゃ愛媛が大好きさ 
●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 
●110 
オーオレンジの勇者 オオオオオ 
オー俺たちの勇者 闘え 闘え 
●The Sun 
どんなに深い闇をも（タンタン）  
照らす太陽のように（タンタン） 
オレンジの日の光で（タンタン） 
輝け我らの愛媛（タンタン） アレアレアレアレ愛媛×4 
●オレンジの風 
走れ走れ愛媛 オレンジの風になり 
強く早く吹き荒れろ 俺らは立ち止まらない 

 

●Swingin’EHIME 
（タタタンタタタンタタタンタン）オイ！×2 
スウィンギン スウィンギン愛媛 フォーエバー 
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 
●My Home Ground 
何度も何度も 立ち上がってみせる 
諦めはしないと 誓ったのだから 
上から下まで青春のど真ん中 
ただ頑張っている プライドの為に 
●レバークーゼン 
他人（ヒト）は笑うさ 小さな夢 俺たちには 大きな夢 
諦めるのか 闘うのか 叶うと信じ 今、歌うのさ 
アレアレアレエー アレアレアレー 
アレアレアレエー アレアレアレー 
 
 

‐‐勝利の後にみんなで歌おう‐‐ 

※試合終了後は立ち見推奨エリアに集まりましょう！ライ
ンダンスで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・・・ 
●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! 

‐‐‐個人チャント‐‐‐ 

1.岡本 昌弘 Masahiro OKAMOTO 

オー おかもと まさひろ オーオッ 愛媛の守護神 

3.玉林 睦実 Mutsumi TAMABAYASHI 

奪い取れ 駆けあがれ たまばやし 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.前野 貴徳 Takanori MAENO 

まーえのたかのり ラーラーラララー 

まーえのたかのり ラーラララララ― 

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 

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 

10.神谷 優太 Yuta KAMIYA 

アレ かみやアレー アレ かみやアレーエー 

アレ かみやアレー アレ かみやアレーエー 

 

15.丹羽 詩温 Shion NIWA 

にわしおん オー にわしおん ララララ ララララ ララ ララ 

にわしおん オー にわしおん ララララ ララララ ラー 

16.田中 裕人 Hiroto TANAKA 

たなか たなかひろと たなか たなかひろと 

たなか たなかひろと 

18.西田 剛 Go NISHIDA 

ゴールにしだごう にしだごう ゴーゴーにしだごう 

19.藤本 佳希 Yoshiki FUJIMOTO 

やればできるぜ ふじもとよしき オオーオオ 

ゲットゴール ゲットゴール よしき 

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 

センダーバック りんどう まこと 

28.清川 流石 Sasuga KIYOKAWA 

ララララ きよかわさすが 走れ きよかわさすが 

これからの きよかわさすが ゴール きよかわさすが 

チャントを覚えて一緒に歌ったり、手拍子したり、選手の後押しをよろしくお願い致します。 


