コール＆ソング
New!

☆2010新チャント 「立ち上がれ」
立ち上がれ 俺らが松本
さあ全てぶつけようぜ 勝利の為に

☆基本コール
★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！×××
★カモン（ゴールを呼び込もう！）
カモンガンズ！カモンガンズ！・・・
★ガンズ２
×・オイ！ ××・オイ！ ×２
×・××オイ！・×・××オイ！ ×２
オー・・・× × ××× ×××× ガンズ！ ×２
★We are GANS（勝ち誇れ！）
ウィー・アー・ガンズ！
ウィー・アー・ターミガンズ！
★マツモト・レッツゴー！
マ・ツ・モ・ト レッツゴー！×３
× × ×× × oi！ oi！ oi！ ×２

#10 柿本 倫明

☆選手チャント

原曲：ゴダイゴ／Beautiful Name
カキモト ミチアキ！ カキモト！ ミチアキ！

#1 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！

#3 山崎

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

★SEE OFF[得点時]
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[勝利時]
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！
★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
★PMA
オーオーオー 松本山雅
オーオオーオー 俺達の 思いは一つ！
オーオーオー 松本山雅
オーオオーオー さあ行こう！
共に駆け上がろう！(oioioioi!)
★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

たかざわ たかざわ 俺たちの高沢

原曲：ＲＣサクセション／雨上がりの夜空に
てつとひろし～ 俺らのてつとひろし～
てつとひろし～ 俺らのてつとひろし～

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

#25 大西 康平

選手を立って迎えよう！

勝太

原曲：My SunShine ／ ROCK'A'TRENCH
木村勝太 木村勝太
ララララーラララララララーラ
木村勝太 木村勝太
ララララーラララララ

☆チームチャント
★中央線[選手入場時]
（タオルマフラーを掲げ、スタジアムを緑に染めよう！）
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！

#15 高沢 尚利

原曲：the band apart／snowscape
オーオ 大西康平！オーオ 大西康平！

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 木村

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！

#19 阿部 琢久哉

隆二

原曲：NO MUSIC，NO LIFE ／ 怒髪天
ゴー リュージ オーライ！
ゴー リュージ オーライ！ ×３
ゴー リュージ！ゴー！ゴー！ゴー！
リュージ オーライ！

#8 小沢

#14 竹内 優

#16 鐡戸 裕史

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 北村

原曲：恋のメガラバ ／ マキシマム・ザ・ホルモン
ヨウスケ コバヤシ ヨウスケ×３
決めろ ゴール！！

透

やーまーざきー おおお、おっお、おおおー
やーまーざきー おおお、おっおおおっおー

#5 斉藤

#11 小林 陽介

※ご案内及び観戦時のお願い
・新入団選手に関しては、試合での役割等を踏まえて決定していきます。例年より遅れたも
のとなりますが、よりイメージに合うものを選定していきたいと考えております。ご了承く
ださい。
・最前列や通路への飛び出しは大変危険です。また、お子様の安全確保に、保護者の皆様は
十分ご留意いただけますようお願いいたします。

ULTRAS MATSUMOTO

★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！
★エリーゼ（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 オオオオー
オオオオー オオオオー
★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！
★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！

山雅サポーター待望の全国リーグ、ＪＦＬ（日本フットボール
リーグ）が、いよいよこの街にやってきます！
この歴史的な試合で、全てサポーターの想いを伝え、山雅を
勝たせたい！ということで、サポーターの気持ちを選手に伝え
るため、今回も試合前に作戦を行いたいと思います！

その名も「選手を立って迎えよう！」作戦です！
「選手を立って迎えよう！」概要
実施内容：選手入場時、スタジアム全体でサポーターが立ち
上がり、「中央線」で選手を迎えます。
場所：メインスタンド・バックスタンド・ゴール裏の全域にて、協
力を求める呼び掛けを行います。
時間：選手入場時の13:50～14:00ごろ
（作戦の終了後は、座っての観戦が推奨されるスタンドの方
は速やかにご着席下さい）
詳細につきましては、作戦実施時にメンバーが説明に参りま
す。ご協力いただける方はその指示に従って行動していただ
けますよう、お願い致します。
また、座って観戦される方や小さなお子様には見難い環境と
なってしまいます。大変申し訳ございませんが、作戦の趣旨に
ご理解をいただけますよう、お願い致します。
スタジアム全体が立ち上がって選手を迎えることにより、選手
たちにサポーター全員の気持ちを伝えるこの作戦。ゴール裏
だけでなく、メインやバックも力を合わせて作り出すということ
が、クラブのスローガンである「One sou1」を表現しており、一
人ひとりの情熱で作られてきたこのクラブらしい光景なのでは
ないかと思っています。

★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

実際、選手入場時にメインやバックが自主的に立ち上がるス
タジアムは、全国を見てもこのアルウィンぐらいしか無いのでは
ないでしょうか。メインやバックのサポーターの熱さ、スタンドの
一体感は、山雅の大きな魅力の一つになっているはずです。
だからこそ、この光景を松本山雅のホームゲームのスタン
ダードにして行ければ良いと、そう感じています。そういった意
味も込めて、多くの観客が集まるであろうこの開幕戦に、再び
本作戦を行うことにしました。

★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

初のＪＦＬを一丸となって戦い抜くために。そして今年も皆で最
後に笑えるように。選手入場時に立ち上がって応援すること
をより浸透させ、更なる「One Sou1」なクラブを目指していけれ
ばと思います。是非、皆さんのご協力をお願いします！

ULTRAS MATSUMOTO official HP ：

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

