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※応援歌は予告なく変更する場合があります 

選手の応援歌 

No. 選手名 歌詞 備考 

1 浅井 俊光 

あさいとしみつ 

あさい としみつ 俺達の守護神 ララ  ララ  ララ 

誰にもこのゴール割らせないぜ オーレ! 

ナオミの夢 

（HEDVA ＆ DAVID） 

2 大森 啓生 

おおもりひろき 

大森ヒロキ 俺らのヒロキ 

大森ヒロキ 俺らのヒロキ 

ff 

（HOUND DOG） 

3 江崎 一仁 

えさきかずひと 

エ・サ・キ カズーヒト オレオレ! オレオレ! 

エ・サ・キ カズーヒト オレオレ! オレオレ! 

ビューティフルネーム 

（ゴダイゴ） 

4 木内 瑛 

きのうちよう 

ヨウ！ ヨウ！ キノウチ ヨウ！ 

ララララ ララララ ラララーラーラララー 

Carnival De Paris 

5 

 

初田 真也 

はったしんや 

初田真也 俺らの初田真也！ ＊＊  

初田真也 俺らの初田真也！ 

雨上がりの夜空に 

（RCサクセション） 

6 土屋 健太 

つちやけんた 

ツチヤ ケンタ ララ ラララ ラ・ラ! ツチヤ ケンタ ララララ! 

ツチヤ ケンタ ララ ラララ ラ・ラ! ツチヤ ケンタ ララララ! 

大文字ガール 

（麗奈） 

7 前山 恭平 

まえやまきょうへい 

キョウヘイ Vamos キョウヘイ! キョウヘイ Vamos キョウヘイ! 

キョウヘイ Vamos キョウヘイ! キョウヘイ Vamos キョウヘイ! 

Go West 

（Village People） 

8 

 

熊林 親吾 

くまばやししんご 

俺たちの熊林 アーレ アーレオー！ 

さあ行こう！ 熊林 アーレ アーレオー！ 

紅 

（X JAPAN） 

9 

 

平井 晋太郎 

ひらいしんたろう 

平井ゴール！ 平井ゴール！ GET GOAL  シンタ！ 

平井ゴール！ 平井ゴール！ パンサー ゴール！ 

CIRCUS 

（布袋寅泰） 

10 松田 正俊 

まつだまさとし 

マーツーダ! お前のゴールを見せてくれ! 

マーツーダ! 松田正俊 

TOKIO 

（沢田研二） 

11 

 

比嘉 雄作 

ひがゆうさく 

ひがゆうさく GET GOAL! 

ひがゆうさく ララララーララーララー 

ポニーテールとシュシュ 

（AKB48） 

13 新里 彰平 

しんざとしょうへい 

シンザト 走りぬけろ!   シンザト 走りぬけろ! 

ラララララ  ラララララ  シンザト 走りぬけろ! 

いつもここにいるよ 

（JUN SKY WALKER(S)） 

14 川田 和宏 

かわたかずひろ 

カワタ カズヒロ  ラララララ   カワタ カズヒロ  ラララララ 

カワタ カズヒロ  ラララララ Oi！ Oi！ Oi！Oi！Oi！Oi！ 

プレゼント 

（ジッタリン ジン） 

15 

 

半田 武嗣 

はんだたけし 

ハンダタケシ！ 駆け抜けろ！ 

ハンダタケシ！ ララーラーララー 

メリッサ 

（ポルノグラフィティ） 

16 三好 洋央 

みよしひろちか 

ガッツだぜ ミヨシ ヒロチカ ガッツだぜ 攻めも守りも 

ガッツだぜ ミヨシ ヒロチカ Oi！ Oi！ Oi！Oi！Oi！Oi！ 

ガッツだぜ 

（ウルフルズ） 

17 山腰 泰博 

やまこしやすひろ 

ダダッダッダッダ ダダダダダダー 

やまこしー！ GOAL！ 

マジンガーZIP 

18 鈴木 健児 

すずきけんじ 

Vamos スズキケンジ！ Vamos スズキケンジ！ 

Vamos スズキケンジ！ ＊・＊・＊＊＊・＊＊＊＊ オレ! 

Don't Say "lazy" 

（桜高軽音部） 

19 菅原 太郎 

すがはらたろう 

スガハラタロウ！ スガハラタロウ！ ゴールタロウ！ 

タロウ！ タロウ！ タロウ！ 俺たちのタロウ 

帰ってきたウルトラマン 

／ウルトラマンタロウ 

20 牧内 慶太 

まきうちけいた 

ケイタ GOAL!  ララララララ ケイタ GOAL !ララララララ 

ケイタ GOAL! ララララララ ララー 

君の瞳に恋してる 

（Boys Town Gang） 

21 鈴木 彩貴 

すずきあやき 

スズキ アヤキ オーレ オレオレ! 秋田のヒーロー 

スズキ アヤキ オーレ オレオレ! 俺たちの守護神 

ラッキー・ラヴ 

（Kylie Minogue） 

22 島川 俊郎 

しまかわとしお 

島川としお 俺らの島川 

島川としお 俺らの島川 

もののけ姫 

（米良美一） 

23 

 

熊野 一樹 

くまのかずき 

クマノカズキ クマノカズキ 秋田のゴールを守れ 

クマノカズキ クマノカズキ ララララ ラララララー 

I can, You can! やればできる 

（pramo） 

24 山田尚幸 

やまだなおゆき 

山田尚幸 ラララララ 俺らの尚幸 

山田尚幸 ラララララ 俺らの尚幸 

ダンシングヒーロー 

（荻野目洋子） 

33 二戸 将 

にとまさし 

オーレ！ 二戸 オーレ！ 駆け抜けろ マサシ！ 

オーレ！ 二戸 オーレ！ 駆け抜けろ マサシ！ 

CRAZY GONNA CRAZY 

（TRF） 

監

督 

与那城ジョージ 

よなしろじょーじ 

オーレ！ オレオレオレ！ ジョルジ！ ジョルジ！ WE ARE THE CHAMP 
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チームの応援歌 

 タイトル 歌詞 備考 

1 秋田県民歌 秀麗無比なる鳥海山よ 狂瀾吼え立つ男鹿半島よ 

神秘の十和田は田沢と共に 世界に名を得し誇の湖水 

山水皆これ詩の国秋田 

 

2 MAJESTIC BB マジェスティック BB お前となら  マジェスティック BB どこまでも行けるさ 

※お前と一緒なら お前と一緒なら （※繰返し） 

お前と一緒なら Go!!! ブラウブリッツ!!! 

MAJESTIC BABY 

（COMPLEX） 

3 走れ！ 笑顔が止まらない 踊る心止まらない 

動き出すぜ 君の夢へ 走れ！ 走れ！ 走れ！ 

（ももいろクローバー） 

4 マイ・ウェイ ララララー ララララー ララー ララララー 

信じたこの道を 俺達は行くだけ 全ては愛する秋田のため 

（Frank Sinatra） 

5 NAMAHAGE BLUE さあ行け! NAMAHAGE BLUE 

いつも俺たちがついてるぜ ゴールめざして戦え 

サムライブルー 

（ZZ） 

6 Come on! Come on!  Come on AKITA GOAL!   Come on!  Come on AKITA GOAL! 

Come on!  Come on AKITA GOAL!   青いイナズマ AKITA GOAL! 

あすなろサンシャイン 

（電気グルーヴ） 

7 ブルーバード ララララ ララ ララララ Vamos AKITA! 

ララララ ララ 青い 青い イナズマ 

（いきものがかり） 

8 ブラジル ララララララララー ララララララララー  

ララララララララー 秋田！ オオー！ 秋田！ オオー！ 

Aquarela do Brasil 

（Ary Barroso） 

9 VAMOS! AKITA Oh! Vamos AKITA! AKITA! AKITA! Vamos AKITA! Pop Goes the World 

10 SEE OFF 俺ら北東北の秋田 暴れろ暴れ狂え  

ラララ ラララ ラララ  Vamos ole, AKITA! 

（BRAHMAN） 

11 We are AKITA We are AKITA! ラララ ララ We are AKITA! 俺も闘うぜ 

ララ  ララララ  ラララ  We are AKITA! 

 

12 Pride of AKITA オオオ! オオ! オー Pride of AKITA 

オオオ! オオ! オー Pride of AKITA 

こぶたぬきつねこ 

13 泣く子はイネガ オー 秋田 戦え オー 秋田 Ready Go! 

アレ! アレアレ! 泣く子はイネガ 

 

14 SAKURAJIMA オーオーオオ!  オーオーオオ!  オーオーオオーオー! （長渕剛） 

15 アフリカン・シンフォニー オー!  オー!  オー!  オー!  ブラウブリッツ秋田! 

オー!  オー!  オー!  オー!  ブラウブリッツ秋田! 

（V. McCoy） 

16 Now that we found love ブラウブリッツ秋田 アーレオ！ アレ！アレオ！BB 

ブラウブリッツ秋田 アーレオ！ アレ！アレオ！BB 

ブラウブリッツ秋田 ブラウブリッツ秋田 ブラウブリッツ秋田 ブラウブリッツ秋田 

（Heavy D & the Boyz） 

17 怖れることなかれ ララララララ秋田 ララララララ秋田 ララララララ秋田 ララララララ秋田 

俺達はここにいる 共に闘うために どんな奴らが来ても 怖れることなかれ 

チュニジア 

18 お前とゴールを決めたい ラ・ラ ラララ ララララ!  お前とゴールを決めたい！ 

ラ・ラ ラララ ララララ!  お前とゴールを決めたい！ 

ラ・ラの女 

（ARB） 

19 タオルを回せ 回せ回せ! タオルを回せ!  

ゲットゴールだ タオルを回せ! 

海賊船  

（遊助） 

20 アゲ・アゲ ブラウブリッツ アキタ Go! Go! ブラウブリッツ Go! Go! Go! Go! 

ナーナ・ナナナ ナナナ・ナナナ ナーナ・ナナナ オイ！ オイ！ オイ！ オイ！ 

アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 

（DJ OZMA） 

21 叫べアキタ 叫べ ア・キ・タ！ もっと大声で ゴール！ 呼びおこせ 

ラーラーラー ラーラーララー ブラウブリッツ！ 

アイシテラブル 

（SKE48） 

22 秋田のみんなのぶんまで 秋田のみんなのぶんまで 声だせ！声だせ！声だせ！ 

秋田のみんなのぶんまで やりきれ！やりきれ！やりきれ！ 

終わらない歌 

（THE BLUE HEARTS） 

23 ナンバーワンなろう ナンバーワンなろう！ ナンバーワンなろう！ 

俺たちブラウブリッツ ナンバーワンなろう！ 

ナンバーワン野郎 

（ザ・クロマニヨンズ） 

24 秋田オーレ！ 秋田 オレーオレ！ 秋田 オレーオレ！ 秋田 オレーオレ！ オーレ！  

 


