カマタマーレ讃岐 2018年シーズン 選手チャント
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がなは * * *

（ゴールー ゴールー）
がーなはー ゴールー ゴールー
がーなはー ゴールー ゴールー

DF 3 中島 大貴

もりかわ * * *

（森川ゴール狙え）
裕基のゴールが見たい 森川ゴール狙え
裕基のゴールが見たい 森川ゴールね！ら！え！ ×２回

DF 4 荒掘 謙次

てつや * * *

（きじまてつやゴール）
きじまてつやゴー きじまてつやゴール
きじまてつやゴー きじまてつやゴール

DF 15 市村 篤司

はら かずき

は ら かずき
* * * *

（はら かずきー）
オオ オ オ オーオオー はらー かーずーきー
魅せろ ゴラッソ はらー かーずーきー

DF 22 武田 有祐

ふ け

ゆうき

ふ け ゆうき
* * * *

（バモ 福家勇輝）
オーオ 走り出せ勇輝 オオ俺たちと共に
勝利を呼び込むゴールを 奪い取れ バモ福家勇輝

ながた

りょうた

ながた * * *

が な は

かずき

FW 9 我那覇 和樹

もりかわ

ゆうき

FW 11 森川 裕基

きじま

てつや

FW 13 木島 徹也

FW 20 原 一樹

FW 21 福家 勇輝

MF 7 永田 亮太

わたなべ

だいごう

MF 8 渡邉 大剛

たかぎ

かずまさ

MF 10 高木 和正

にし ひろのり

MF 23 西 弘則

なかしま * * *

（ゆけゆけたいき）
跳べ跳べたいき

あらぼり * * *

（荒掘謙次オレ）
ラーラーラーララーララララ 荒掘謙次オレ
サイドを駆け上がれ 荒掘謙次オレ ×２回

いちむら * * *

（駆け抜けろ篤司）
レッツゴー市村篤司
レッツゴー市村篤司

たけだ * * *

(フォルツァ たけだ ゆうすけ）
フォルツァ たけだ ゆうすけ ×３回

DF 25 岡村 和哉

おかむら * * *

（走る 走る 岡村和哉）
岡村和哉がいるんだな 讃岐に岡村いるんだな
走る 走る 岡村和哉

（ラララ ラララ 亮太レッツゴー）
ラララ ラララ 亮太レッツゴー ラララ ラララ 亮太レッツゴー
ラララ ラララ 亮太レッツゴー ラララ ラララ 亮太レッツゴー

DF 31 アレックス

ア レックス ****

（ヴィトーリア アレックス）
バモアレックス オーオ ラララララ
ヴィトーリア アレックス ×３回

だいごう * * *

（渡邉大剛 We want goal）
走り出せ 走り出せ 最後まで 全力で
立ち向かえ讃岐の 渡邉大剛 We want goal

GK 1 清水 健太

たがぎ * * *

（高木和正）
俺らの 高木 高木 高木 高木和正
讃岐の誇りを 胸に 未来を切り開け

GK 24 瀬口 拓弥

にし にし にし
***

（ゴールを目指して 駆け回れ）
西 弘則ラララララー 西 弘則ラララララー
西 弘則ラララララー ゴールを目指して 駆け回れ

※(

なかしま

たいき

あらぼり けんじ

いちむら あつし

勝利を 呼び込め
俺らの 高木和正

たけだ

ゆうすけ

おかむら かずや

なかしまたいき
なかしまたいき ×２回

レッツゴー市村篤司
駆け抜けろ篤司 ×２回

しみず

けんた

しみけん * * *

（と！め！ろ！ 清水健太ー）
と！め！ろ！ 清水健太ー ×３回

せぐち

たくや

せぐち * * *

（瀬口拓弥）
俺たちのゴールを守れ オーオーオ オーオーオ 瀬口拓弥

FW
MF
選手
MF
コール
MF
MF

№19
№14
№17
№18
№26

重松憲太郎 しげまつ * * *
佐々木 渉 わたる * * *
佐々木 匠 たくみ * * *
鈴木拳士郎 けんし * * *
濱口草太 そうた * * *

DF
DF
DF
GK

№2 ﾊﾟｸ ﾁｬﾆｮﾝ
№5 麻田将吾
№6
長澤拓哉
№16 ｿﾝ ﾖﾝﾐﾝ

ﾊﾟ ｸ ﾁｬﾆｮﾝ
しょうご * * *
ながさわ * * *
ｿﾝ ﾖﾝ ﾐﾝ **
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カマタマーレ讃岐 2018年シーズン チームチャント

Boost
（ゴールを目指し） さぁ走り抜け 俺たちと共に 戦い抜こう
ゴールを目指し さぁ走り抜け 俺たちと共に 戦い抜こう
lololoー lolo lolo
lololoー lolo lolo lololoー lolo lolo

lololoー lolo lolo

カマータマーレ ** ** *

コール

さぬき！ オレ * * ***
We！ Are！ 讃岐！

ONE HEART

（いざ行けゴール目指し）
俺たちの思いは一つ 勝利 信じ 戦え 讃岐の誇り胸に いざ行けゴール目指し * * ***
*****

We are 讃岐！

* * *** **** オレ

セビージャ

Come On 讃岐
（オーオー ゲットゴール）
オオ 讃岐 オオ 讃岐 オオ カモンレッツゴー オオ ゲットゴール ×２回 オーー レッツゴー

（《勝利つかめ》 バモス讃岐）
オーオオーオ オ オ オオーオ 勝利つかめ バモス讃岐

共に進め

Cum On Kamatamare

（いざ進め）
闘え 男たち 俺らが ついている どこまでも共に駆け抜けろ どこまでも共にいざ進め

エンターティナー

（カモン カマタマーレ） オーオ オオーオー バモスサヌキ

君の瞳に恋してる

（《勝利目指し》勝利目指し 《共に戦え》共に戦え 俺たちがついてる）
オーオオ オオ オオ カマタマーレ讃岐 ×２回
勝利目指し 共に戦え 俺たちがついてる

勝利の歌

（ララーラーラララーラー）
カマタマーレ ラララララーラ
カマタマーレ ラララララーラ
カマタマーレ ララ ラー ラララーラー

Viva la SANUKI
※ ○○相手チーム名

（さぁ行こうぜ）
※
俺たちの勝利の歌を この街に響かせろ ○○のゴール揺らせ さぁ行こうぜ

イエローサブマリン

（Viva la SANUKIアレー オーオ）
アレアレー Viva la SANUKIアレー

Viva la SANUKIアレー Viva la SANUKIアレーオーオ

DREAM EXPRESS

）

《フォルツァさぬき》 フォルツァさぬき 《走り抜けろ》 走り抜けろ
《フォルツァさぬきアレアレアレ》フォルツァさぬきアレアレアレ
アレアレ アレアレ フォルツァさぬき アレアレ アレアレ アレアレ フォルツァさぬき アレアレ
フォル！ツァ！さぬ！き！ アレアレアレ アレアレアレ アレアレアレ
フォル！ツァ！さぬ！き！ アレアレアレ アレアレアレ アレアレアレ

（

（オオオ オオオオオー）
走れ 走れ 俺たちと共に 夢のかなたへ向って
叫べ 叫べ 声が枯れるまで ゴールを奪い飛び跳ねろ
オオオ オオオ オオオ オオオオ オオオ オオオ オオオ オオオオオー * * *** ****

ススメ→
（勝利をつかみ取れ）
レッツゴー 俺たちとともに そうだ進め

バモスサヌキ

Get Goal!
讃岐の意地を見せろ 勝利をつかみ取れ

HIGH LIGHT

カーナバル
（ラララッラッラーラーラー）
アレー アレー アレー讃岐アレー
ラララ ラ ラ ラララ ラ ラ ラララ ラ ラ ラ

（得点時）☆タオルマフラー、フラッグを振る☆

（ゲット ゴールー）
We are カマーターマーレ×３回

セットプレー（CK、FK）時

（さぁ ゆけ）
カマタマーレ ゲットゴール ×２回

さ！ぬ！き！

手を打ち鳴らせ

金比羅船々

（手拍子）* ** * * ** オイ！
俺たちの街 讃岐の男よ 意地と誇りだけは見失うなよ
勝利のために この歌を歌おう 讃岐の未来に手を打ち鳴らせ

ゲット ゴール

☆タオルマフラーを回そう☆

ゴール ゴール ゴール

（勝利時）ラインダンス

（《今日の勝利を みんなで騒ごう シュラシュシュシュ》 We Are 讃岐）
今日の勝利を みんなで騒ごう シュラシュシュシュ
We Are 讃岐

「カマタマーレ 2017
※(

)は歌いだし

チャント」で検索してください
Ver.2018.1

