
  ブラウブリッツ秋田チャント 2014    

※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 

アサイ トシミツ 俺たちの守護神 ラーララ  ララー ラーラー 

誰にもこのゴール割らせないぜ オレ! 

ナオミの夢 

（HEDVA ＆ DAVID） 

2 今井 昌太 

いまいしょうた 

走り出せ 走り出せ 秋田の イマイ ショウタ 

ララララ ラーラーラーラー ラララララ 秋田の イマイ ショウタ 

Happiness （嵐） 

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 島川 俊郎 

しまかわとしお 

レッツゴー シマカワ ゴー シマカワ 勝利つかめ！ オーオー！ 

レッツゴー シマカワ ゴー シマカワ ラーララララー 

生きてく強さ 

（GLAY） 

5 

 

初田 真也 

はったしんや 

ハッタシンヤ 俺らの ハッタシンヤ！ ＊＊  

ハッタシンヤ 俺らの ハッタシンヤ！ 

雨上がりの夜空に 

（RC サクセション） 

6 平井 晋太郎 

ひらいしんたろう 

ヒライ ゴール！ ヒライ ゴール！ GET GOAL  シンタ！ 

ヒライ ゴール！ ヒライ ゴール！ パンサー ゴール！ 

CIRCUS 

（布袋寅泰） 

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 

 

平木 良樹 

ひらきよしき 

ヒラキ ヨシキ 止まらないぜ OH YEAH!   Woo Woo Woo Woo Woo 

ゴール ゴール ゴール ゴール ヨシキ ゴール! 

ゴール ゴール ゴール ゴール ヨシキ ゴール! 

ゴール ゴール ゴール ゴール ヨシキ ゴール! 

KISS に撃たれて眠りたい 

（吉川晃司） 

9 

 

レオナルド レオナルド オオオオ！ レオナルド オオオオ！ 

レオナルド オオオオ！ レオナルド オオオオ！ 

レオ レオ レオ オオオオ！ 

MIND YOUR STEP!  

（SNAIL RAMP） 

10 熊林 親吾 

くまばやししんご 

俺たちのクマバヤシ アーレ アーレオー！ 

さあ行こう！ クマバヤシ アーレ アーレオー！ 

紅 

（X JAPAN） 

11 

 

比嘉 雄作 

ひがゆうさく 

ヒガユウサク GET GOAL! 

ヒガユウサク 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  オイ！ オイ！ オイ！オイ！オイ！オイ！ 

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  オイ！ オイ！ オイ！オイ！オイ！オイ！ 

ガッツだぜ 

（ウルフルズ） 

17 峯 勇斗 

みねはやと 

俺らのミネハヤト 勝利を照らし出せ 

ハヤト！ レッツゴー！ オイ！ オイ！ オイ！オイ！オイ！オイ！ 

行くぜっ！怪盗少女  

（ももいろクローバー） 

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 李 根鎬 

イ・グノ 

オーレ オーレ オレ イグノ！ 

オーレ オーレ オレ イグノ！ 

Heaven Is A Place On Earth  

（Belinda Carlisle） 

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 石川 慧  

いしかわけい 

イシカワ ララララー 今日も勝利掴み取れー 

イシカワ ララララー 今日も勝利掴み取れー 

VERMILION HANDS  

（THE YELLOW MONKEY） 

23 三宅 貴憲 

みやけたかのり 

ミヤケタカノリ！ ミヤケタカノリ！ 

ミヤケタカノリ！ ゴールを守れ 

Power to the People  

（John Lennon） 

24 山田尚幸 

やまだなおゆき 

ヤマダナオユキ ラララララ 俺らのナオユキ 

ヤマダナオユキ ラララララ 俺らのナオユキ 

ダンシングヒーロー 

（荻野目洋子） 

25 藤井 貴 

ふじいたかし 

フジイタカシ 俺らのタカシ 

今日もゴール決めろ！ 

C-Girl 

（浅香唯） 

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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1 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） 

2 Lover's Concerto オー 青色の戦士 ブラウブリッツ  

オー Forza AKITA!  Forza AKITA! Forza AKITA! 

（The Toys） 

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 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 

 

5 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） 

6 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） 

7 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） 

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

9 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） 

10 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! 

 

11 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） 

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  I Fought the Law BLAUBLITZ AKITA オッオー ララーララーララ オッオー ララーララーララ オッオー 

BLAUBLITZ AKITA オッオー ララーララーララ オッオー ララーララーララ オッオー 

オーオーオー オーオー オーオーオオー オーオーオー オーオー オーオーオオー 

(Vorwärts BLAU!) 

（CLASH） 

14 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） 

15 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） 

16 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） 

17 Smoke on the Water オッオッオー オッオッオオー オッオッオー オッオオー （Deep Purple） 

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 ゲットゴール ゲットゴール! ゲットゴール!  

ゲットゴールだ ブラウブリッツ秋田! 

海賊船  

（遊助） 

20 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！  

21 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 

22 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 

 

23 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） 

 


