☆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！(×・×・××)

#8 弦巻 健人

★GK

弦巻 ララーララーラー × 3
弦巻 健人！

#1 石川 扶
扶
扶

扶 ラララ 石川
扶 ラララ 石川

#21 山本 剛
ヤーマーゴー ヤーマーゴー
俺達のヤーマーゴー ヤーマーゴー

★DF

★松本オイ！（基本コールその３）
マツモト オイ！×××・オイ！×××・オイ！×××

#3 松田 直樹

★カモン（ゴールを呼び込もう！）
カモンガンズ！カモンガンズ！・・・

#4 飯田

★ガンズ２
×・オイ！ ××・オイ！ ×２
×・××オイ！・×・××オイ！ ×２
オー・・・× × ××× ×××× ガンズ！ ×２

#14 玉林 睦実

★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

☆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！
★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
★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

扶
扶

松田直樹
俺たちと

!
New

マツモトの松田直樹
この街と どこまでも

真輝

飯田 真輝 お前が砦さ！
勝利のために 強く強く！
走れ玉林オレ! × 4

#15 阿部 琢久哉
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

#16 鐡戸 裕史
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～

#22 佐藤 由将
ララララさとうー よしの～ぶ～
ララララさとうー よしの～ぶ～

#9 木村 勝太
木村勝太 木村勝太 ラララ～
木村勝太 木村勝太 ラララ～

#20 須藤 右介
須藤 右介 須藤 右介
Vamos！須藤！ララララララ！
須藤 右介 須藤 右介
Vamos！須藤！ララララララ！

★FW
#11 片山 真人

!
New

片山真人 ガチャゴール
ぶち込め片山 ガチャゴール
Wow Wow Wow 片山真人

#13 木島 徹也
オーオーオオーオオー
徹也ゴール徹也ゴール

#19 塩沢 勝吾

!
New

塩沢ゴール ラーララーラー♪♪×3
今日もゴール決めちゃって！

#33 木島 良輔

!
New

Hey!Hey!Hey! 木島良輔
オレたちの 木島良輔

※ ご案内 及び 観戦時のお願い

コール＆ソング

★MF

☆選手チャント

・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。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

#23 多々良 敦斗
バモ 多々良 オーオー
バモ 多々良 オオオオー

★MF

ULTRAS MATSUMOTO から提案です。
Share

私たちは、私たち自身が出来ることから始めませんか？

#5 小松 憲太
小松 憲太 振り向かずに
さあ行こう お・れ・らと

#6 今井 昌太
ゴー昌太 突き進め
お前の力を見せてやれ！

#7 北村 隆二
GO!隆二 オーライ！×6
Go隆二 Go!Go!GO!隆二 オーライ

★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！

クラブが掲げた目標は、私たちの目標でもあります。
Jリーグへ昇格すること。
1試合平均7,000人の観客動員を行なうこと。
誰かがやってくれるのを待つのではなく。
誰かに任せてしまうのではなく。
私たちがその目標に向かい参加し、当事者になることで、皆で一緒
に達成できればと考えます。
一人ひとりが出来る事を実行することで、クラブの「身の丈」が少し
向上する。大きなことではなく、出来る範囲で出来る事を、少しだけ
意識して実行する。
その積み重ねが、地域に根ざしたクラブになると信じて。

Share
≪「乗り合い」することで駐車スペースをシェアしませんか？≫
限られた駐車スペースを最大限に活用し、多くの方に見に来ていた
だくために、乗り合いをしませんか？仲間や友達と一緒に、家族や
恋人と一緒に。乗り合いで生まれた駐車スペースは、きっと観客動
員につながります。

Share
★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！

★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

≪「譲り合う」ことで観戦スペース・観戦環境をシェアしませんか？≫
荷物を座席に置くのを止め、空席がない様つめて座ることで、座席
を譲り合いませんか？多くの方が見たい場所で見れるように。応援
したい場所で応援できるように。ULTRAS MATSUMOTOは、クラブ
承認の上実施しておりました横断幕の席張りを、今年自粛します。

Share
≪「理解しあう」ことで勝利の喜びをシェアしませんか？≫
お互いの観戦スタイルや応援スタイルを認め合うことで、仲間を理
解していきませんか？多くの方が集うスタジアムです。色々な考えを
持つ方がいらっしゃいますが、皆、松本山雅を応援する大事な仲間
です。仲間と勝利の喜びをシェアし、昇格の喜びをシェアする。
松本山雅がこの地域にあることの喜びを、より多くの方とシェアする
ために。

『 私たち 』 は 『 私たち自身 』 のために、
出来ることから始めませんか？
【 written by marusan 】

