ULTRAS MATSUMOTO

コール＆ソング
☆松本山雅コール(基本コールその１ 大きな声で！)
まつもとやまが！(××・××・×)
☆松本！（基本コールその２ 地元への愛を込めて）
ま・つ・もと！(×・×・××)
☆松本オイ！（基本コールその３）
マツモト オイ！×××・オイ！×××・オイ！×××
☆ガンズ２
×・オイ！ ××・オイ！ ×２
×・××オイ！・×・××オイ！ ×２
オー・・・× × ××× ×××× ガンズ！ ×２
☆中央線（原曲：THE BOOM「中央線」 選手入場時に歌おう）
オオ・オオーーオオーーオーーー
オオ・オ・オーオ・オーーオーーー
勝利を目指して さぁ行くぞ山雅
走り出せ 松本山雅！ 掴み取れ 今日の勝利を！
☆リボルバー(フォルツァ＝イタリア語で頑張れ！)
松本山雅！フォルツァ！！ ×４
弾けろ山雅！俺たちの誇り！！
ＧＯ！ＧＯ！ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ！×２
☆Ｏ．Ｐ．ＫＩＮＧ（拮抗した展開の時に）
オオ、オッオ、オオオオ
まつもと、やまがーー ×２
戦え、山雅！ 俺達の山雅！ ×２
☆バモ・バモス山雅（バモス＝スペイン語でさぁ行こう！）
バモバモス山雅ーーー！ ×２
バモス山雅ーーー！ ×２
☆カーナバル（どこにだって響かせろ！）
オーレーーー オーレーーー！
オーレーオーレーオーレーーー！！
アルウィン(AWAYならその土地名)に響かせる
俺らのうた、ＷＥ ＡＲＥ ＧＡＮＳ！
☆蹴散らせ（どこが相手だって、蹴散らせ！）
いけいけ松本 勝利を信じて
蹴散らせ○○（相手チーム名） 俺らと共に
☆緑の勇者（前向きに歌おう！）
共に走れ 闘え山雅！
勝利目指し 緑の勇者 バモス！
☆族（俺たちが松本だ！）
オレ！オレ！俺たち 松本 バモ山雅！
オレ！オレ！俺たち 松本 バモ山雅！

☆GO WEST（何度でも起ちあがれ！）
スタンドアップ！
ウィ・アー・ターミガンズ！×４
☆人にやさしく（魂を見せて闘え！）
気持ちは一つ 闘え山雅
失うものは無いさ 松本の魂を見せようぜ！
☆終わらない歌（みんなのために歌おう！）
俺たちの歌を歌おう！ 俺とお前と友のため！
俺たちの歌を歌おう！揺ぎ無き誇りのために！
#1 大野

恭稔

原曲：THE BLUE HEARTS・リンダリンダ

ディーノディーノ！
ディーノディーノディーノー！
#2 金沢 慶一
原曲：THE BLUE HEARTS・電光石火
金沢慶一 金沢慶一
俺達の 金沢慶一 ！
#3 吉田 匡良
原曲：マッハ・ゴー・ゴー・ゴー
マッサGOGO! マッサGOGO!
マッサGOGOGO!
#5 斉藤 智閣
原曲：爆風スランプ・Runner
走る走るートモハルー
オオオー俺達のトモハル！
#6 今井 昌太
原曲：ザ･クロマニヨンズ・タリホー
ゴー昌太 突き進め
お前の力を見せてやれ！
#7 川田 和弘
原曲：Brahman・deep
走れ川田 勝利のため
川田 ララララーラーラーラー
決めろゴール その左で
川田 ララララーラーラーラー
#8 小沢 修一
原曲：Bay City Rollers・Saturday night
輝け俺らの誇りー 修一 修一
共に上を目指し行こうー
修一 修一 おーおーおーおー
#9 江口 正輝
原曲：いきものがかり／ブルーバード
江口正輝 ゴールネット揺らせ！
江口正輝 熱く 熱く 戦え！
#10 柿本 倫明
原曲：ゴダイゴ／Beautiful Name
カキモト ミチアキ！××
カキモト！×× ミチアキ！××

☆日曜日よりの使者（定番！みんなで歌おう！）
松本山雅の選ばれし者達よ
勝利をつかもうぜ！シャララーラ、シャララララー #11 吉田 賢太郎
原曲：Stay Gold ／ Hi-STANDARD
ラーラーララー 吉田賢太郎 Get Goal!! ×２
☆ 今こそ共に

今こそ共に行こう 俺たちの松本
今こそ共に闘おう 俺たちの松本
☆

マツモト・レッツゴー！
マ・ツ・モ・ト レッツゴー！×３
× × ×× × oi！ oi！ oi！ ×２

☆エリーゼ（オオオオーの部分は拳を突き上げて）
行けよ最後まで 走れ松本
勝利をこの手に俺達のもとに
オオオオー オオオオ
オオオオー オオオオー

#13 三本菅 崇
原曲：TRF・EZ DO DANCE
サンボン・スゲ！ ×２
俺たちのサーンボーン！
#14 竹内 優
原曲：PENICILLIN・ロマンス
ゴールを決めて下さい
俺らの竹内 優！
ゴールに向かって走れ
俺らの竹内 マ！サ！ル！

☆イージューライダー（目指すのは１番のみ！）
山雅の勝利を
山雅の優勝（昇格）を
俺たちは信じてる
ララ ララララーラララーララー
☆SEE OFF（原曲：Brahman・「SEE OFF」
存分に荒れ狂え！）
止まらねえ 俺たち松本
暴れろ 荒れ狂え
ララララーララーラララー
叫び！（オイ！）歌え！
☆勝利の街（勝ち誇り、歌おう！）
松本 俺の誇り 勝利の 道ゆく街
さぁ行こうぜ緑の友よ
遥かなる頂へと オオー！

#15 高沢 尚利
たかざわ たかざわ 俺たちの高沢
#16 阿部 孝
原曲：疾風ザブングル／串田アキラ
疾風のように 阿部孝 阿部孝！！
#17 石川 航平
オーオーオオ オオオオーオオ
オオオオー 石川航平！×２ いしかわ ×３
#18 大井 逸都
原曲：リパブリック讃歌
大井 逸都 ラララララー！×３
行こうぜ俺等の ハヤト！！
#19 阿部 琢久哉
原曲：Zip-A-Dee-Doo-Dah
俺達の タクヤ！ラーラーララララ ララララー
俺達の タクヤ！ ララララーラー ララララー
#20 佐々木 惇
原曲：明日があるさ
あつーしゴール×２ あつーしが決めるのさ
#21 三栗 寛士
原曲：BEAT CRUSADERS・SASQUATCH
ミクリー オーオ・オ・オ ×３
オウオウオーオー ×２
#22 坂本 史生
原曲：つなひき帝国／ガガガＳＰ
坂本 お前の サッカーもっと 見せてやれ！
俺達の坂本！ オーオー 坂本！
#23 鈴木 亮平
原曲：TRIPLE CLUTCH／TASTE GOOD
鈴木亮平！ 亮平！ 俺達の鈴木亮平！ ×２
#24 田中 明弘
原曲：Let it Rock／Stance Panks
アキヒロ！ アキヒロ！ 俺等の明弘！
#25 大西 康平
原曲：the band apart／snowscape
オーオ 大西康平！オーオ 大西康平！
#28 矢畑 智裕
原曲：ＭＸＰＸ・ザ・ブロークン・ボーンズ
ヤ！ハ！タ！
オォーーオーーーオォーーオーーー！
#30 原 裕晃
原曲：止まらないHa～Ha ／ 矢沢永吉
魅せてくれ (HA～RA!!)
俺達の (HA～RA!!)
守護神！ 守護神、守護神 to WIN！

ULTRAS MATSUMOTO official HP ：

http://www.nextftp.com/yamaga/

