
協力：名古屋グランパス サポーター

SUPPORTERS
CHANT

サポーターズチャント

風

アンセム・オブ・ナゴヤ
Anthem of NAGOYA

イエロー・サブマリン
Yellow Submarine

デスパシート
Despacito

アレ・ナゴヤ・アレ

俺たちの名古屋

ALLEZ NAGOYA ALLEZ

ラ・マルセイエーズ
La Marseillaise

名古屋　俺らの風を起こそう
その風に乗って
どこまでも行こう

Come on!
come on come on
切り拓け 俺達の道を
come on come on
突き進め それこそが名古屋

名古屋 ララララーラー
ラーラー ララララーx2

この街に生まれて
育った俺らがここにいる
勇気と力を
与えるためにここにいる
希望の地に光を呼ぶのさ
かけがえのないお前と
瑞穂（豊田）で闘おう
さあ今手をかざせ　信じて叫べ
栄光を掴むその時まで……
Oh 名古屋の誇りをこの歌に込めて
My soul will live forever
共に勝利を掴もう

オー 全力で挑め 名古屋 世界の頂へ
さあ 壁を越え行こう 名古屋 楽しめこの時を
アレオオ アレアレアレアレオオ
アレアレアレアレオオ
アレアレアレアレオオ
アレオオ アレアレアレアレオオ
アレアレアレアレオオ
アレアレアレアレオオ

名古屋の勝利のため
皆声をひとつに！　今こそ闘おう
アーレーアーレーアーレー
NAGOYAアレーアーレーレアレー
オオオーオオオーオー
オオオーオオオオー
オーオーオオ　オーオオ　オー
アーレーアーレーアーレー
NAGOYAアレーアーレーレアレー

Forza NAGOYA!　Forza Famiglia!
Forza NAGOYA　アレアレアレ
Forza NAGOYA!　決めろゴール!
Forza NAGOYA　アレアレアレ
アレーアレー　アレーアレー
アレーアレーアレー　アレーアレー
アレーアレー　アレーアレー
アレーアレーアレー　アレーアレー
Forza NAGOYA!
アレアレアレ、アレアレアレ、アレアレアレ
Forza NAGOYA!
アレアレアレ、アレアレアレ、アレアレアレ

オーオオーオオ
オーオオーオオ
オーオオーオオ
アーレ NAGOYA アレ

アーレーアーレー
俺たちの名古屋
恐れることないさ
さあ前を向いていこう
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ジャスト・キャント・ゲット・イナフ
Just Can’t Get Enough

イッツ・タイム・フォー・ナゴヤ
It’s time for NAGOYA

俺たちの魂

行け名古屋

この声を力に

セブン・ネイション・アーミー
Seven Nation Army

ウィー・アー・ワン
We are one

カーニバル
Carnival

俺らの誇り名古屋
I  just can’t get enough,
I  just can’t get enough
この想い止まらない
I  just can’t get enough,
I  just can’t get enough
今こそここで叫べ　さあ行こう Stand up!
NAGOYA!
Du,Du,Du,Du,Du,Du,Du
Du,Du,Du,Du,Du,Du,Du
Du,Du,Du,Du,Du,Du
We love NAGOYA
Du,Du,Du,Du,Du,Du,Du
Du,Du,Du,Du,Du,Du,Du
Du,Du,Du,Du,Du,Du
We love NAGOYA

NAGOYA NAGOYA アレーアレ
闘う時がきた！
NAGOYA NAGOYA アレーアレ
魅せてやろうぜ今！
オーオオオオ　さぁみんな　歌え
俺たちの声で
オーオオオオ　さぁみんな　歌え
名古屋を動かせ

この声を　力に　前向き　闘え
さあ行こうぜ　名古屋　俺らと共に
ララーララーラーラララララー
ララーララーラーラララララー
ララーララーラーラララララー
ララーララーラーラララララー

アーレー　アーレー　アーレ
NAGOYA　アーレー
ラララ　ラ　ラ　ラララ　ララ
ラララ　ラ　ラ　ララー

オオオ　オ　オオ　オー
オオオ　オ　オオ　オー
オオオ　オ　オ
オオ　オオ　オ
さあ行け名古屋
ラララ　ラ　ララ　ラー
ラララ　ラ　ララ　ラー
ラララ　ラ　ラ
ララ　ララ　ラ
さあ行け名古屋

魅せろよ今こそ　俺たちの魂
共に闘い抜こう
アレーアレオーNAGOYA
オーオオーオオオオー
オオーオオーオオオー
オオーオオーオオオオー
オオーオオオーオオオー

オー　オオオ　オーオッ！

NAGOYA We are one 輝け強く
シャラララ　ララララ　ララ ララララ
ララ ララララ ラララ
シャラララ　ララララ　ララ ララララ
ララ ララララ ラララ
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アレ・ナゴヤ
ALLEZ NAGOYA

センプレ
SEMPRE

エンターテイナー
Entertainer

歓喜の声

限りなき世界へディス・イズ・ホーム
This is Home

ロッソ ジャッロ
ROSSO GIALLO

フォルツァ・ナゴヤ
FORZA NAGOYA

ヴィンダルー 赤黄のオトコ
VINDALOO

FORZA　NAGOYA アレ
FORZA　NAGOYA アレ
FORZA　NAGOYA アレ
FORZA　NAGOYA アレ
ラーラーラーララー
ラーラーラーララー
ラーラーラーララー
ラーラーラーララー

NAGOYA NAGOYA
NAGOYA NAGOYA
ラーラー
NAGOYA NAGOYA
NAGOYA NAGOYA
ラーラー

俺の声　枯れるまで
熱くなるプレー魅せてくれ
赤黄のオトコなら
闘志たぎらせろ

頂点目指し　共に闘え
さあ行こうぜ名古屋
オーオオーオ　オーオオー
さあ行こうぜ名古屋
オーオオーオ　オーオオー
さあ行こうぜ名古屋

ラーララーラーラー
ラーララーラーラー
ラーララーラーラー
ラララーララーラララ
NAGOYA！

己を信じて
仲間を信じて
限りなき世界へ挑め
さあ挑め
NAGOYA　オオオーオーオ
NAGOYA　オオオーオーオ
NAGOYA　オオオーオー
NAGOYA　オーオオ　オー

信じてる　どんな時でも
愛してる　どんな時でも
いつだって　俺らの誇り
オオオ
ラララララララー
オオオ
そういつだって俺らの誇りさ
オーオオ
ラララララララー
オーオオ
ラララララララー

すべてかけ闘えよ
この街愛するならば
声の限り叫べよ
この街愛するならば
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレ
アーレアーレ
オーオーオー
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレ
アーレアーレ
オー

アレーアレーアレ
NAGOYA アレー
アレーアレーアレ
NAGOYA アレー
アレーアレーアレ
アレーアレーアレ
アレーアレーアレ
NAGOYA アレー
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

走り抜け
ゴール目指せ
共に闘え
ROSSO GIALLO
アレーアレーアレーア
ROSSO GIALLO
アレーアレーアレーア
ROSSO GIALLO
アレーアレーアレーア
ROSSO GIALLO
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櫛引 一紀 選手

丸山 祐市 選手

青木 亮太 選手

前田 直輝 選手

杉森 考起 選手

和泉 竜司 選手

ガブリエル シャビエル 選手

ジョー 選手

小林 裕紀 選手

宮原 和也 選手

ランゲラック 選手

PLAYERS
CHANT
選手チャント

中谷 進之介 選手

おぼえておきたい
外国語フレーズ

アレオ　進之介
中谷　進之介
赤黄魂で
芯を貫け

相馬 勇紀 選手

オオ　ミッチェル　ランゲラック
ララララ　ラララララー
オオオオー

シャビエル　シャビエル
ガブリエル　シャビエル

オーオ丸山　丸山祐市
名古屋を守る盾となれ

アレ　青木亮太　アレ　青木亮太
華麗な舞で　俺を　シビれさせろ

ナオキ　マエダナオキ　オオオ オオ オオオ
ナオキ 熱くなれ オオオ オオ オオオ

オオオ 杉森考起 俺らの心 躍らせる
そうさ お前は 名古屋の宝

相馬勇紀 その足で
創り出そうぜ 俺達と
相馬勇紀 その足で
掴み獲ろうぜ 栄光を

アレ　和泉　アレ　竜司　誰より強く
アレ　和泉　アレ　竜司　光り輝け

ユウキ  コバヤシユウキ
名古屋を支える  その鼓動

和也　闘え共に
和也　闘え強く

バモスジョー　オオ オオオオオ
バモスジョー　オオ
ファズゴウジョー　オオ オオオオオ
ファズゴウジョー　オオ

櫛引　オーレ
櫛引　オーレ
櫛引　オーレ　オーレ

長谷川 アーリアジャスール 選手

ジョアン シミッチ 選手
オー マエストロ
オー ジョアン シミッチ
オー オオー

アーリア
ジャスール
ララーラ ラーララ
長谷川

米本 拓司 選手
米本拓司
名古屋に注げ
米本拓司
新たな力


