TOKUSHIMA VORTIS SUPPORTERS' SONG 2006
▼皆様へのお願い
・ ゴール裏の声出しエリアに合わせて、一緒に声を出して応
援してください。あなたの声が選手たちの力になります。
・ できるだけ密集して応援しましょう。そのほうがサポーター
の存在感が増し、応援に迫力が出ます。
・ ヴォルティスの選手には力を、相手選手にはプレッシャー
を与えられるよう、できるだけ大きな声を出してください。

・ あくびする時のように口を大きく開け、お腹の底から低め
の声を出すと、のどを痛める心配がなく、声量も増します。
・ 体力のある方は飛び跳ね、応援席に動きをつけましょう。
・ 手拍子はなるべく頭の上でお願いします。見た目もきれい
ですし、拍手の音もピッチに届きやすいです。
・ 以下のサイトで主要なチャント（歌）を聞けます。
http://awasoul.com/2006song/

>> CHANT for the TEAM
♪ ロクセット
徳島GOララララーラー 徳島GOララララーラー
ラーラーララーラー ララララーラー
♪ サンダーランド （タオルマフラーを回しながら）
徳島 LaLaLa徳島 LaLaLa徳島 LaLaLa徳島

♪ サスカッチ （頭上で手拍子しながら）
oh〜 徳島 oh〜oh〜 oh〜 徳島 oh〜
♪ トリックス
この街に輝く（手拍子）俺らの誇り（手拍子）
四国最強（手拍子）徳島VORTIS（手拍子）

♪ BlueStar★
オーレ徳島 オーレ徳島 闘えヴォルティス Oh〜
オーレ徳島 オーレ徳島 闘えヴォルティス Oh〜

♪ 第九 (歓びの歌)
オー・・・（選手入場前、かなりゆっくり歌います）

♪ アラベスク
Oh〜徳島 俺たちがVORTIS さあ熱く 弾けようぜ

♪ と・く・しま！

♪ カーネーション
オーVORTIS オーVORTIS 徳島の誇り
俺たちと 俺たちと 思い切り戦おうぜ

♪ やっとさー

♪ 我らのすべて
最後まで共に闘おう ohヴォルティス我らのすべて
最後まで共に闘おう 徳島に勝利を勝利を（手拍子）

♪ 徳島ヴォルティス （太鼓に合わせて手拍子）
♪ GO! GO! 徳島 （太鼓に合わせて手拍子）
♪ レッツゴー （太鼓に合わせて手拍子。コーナーキック時）
♪ 阿波踊り （ゴールが決まったとき、勝利が決まったとき）
オレオレオレオレ 徳島ヴォルティス

>> CHANT for PLAYERS
５ 筒井 紀章 （TMN「Get Wild」）
つついのりあき ラララ ラララ ララララ

○ 選手コール （太鼓に合わせて手拍子）
基本は「選手苗字＋（ドドドン）」。以下は例外の選手。

６ 大場 啓
おーおーおー 走れ大場啓 前を向いて戦え

NEW

６
23
24
25
30
31
33

大場 啓 → あきら（ドドドン）
金 位漫 → いまん（ドドドン）
小山 拓土 → たくと（ドドドン）
谷池 洋平 → よーへー（ドドドン）
金 尚佑 → さんう（ドドドン）
高橋 範夫 → のりを（ドドドン）
西河 翔吾 → しょーご（ドドドン）

NEW

５
７
９
10
11
15
18
34

筒井 紀章 → つ・つ・い（ドンドドンドン）
ジョルジーニョ → ジョルジニョ！オレ！（ドンドンドドドン）
林 威宏 → は・や・し ! はやし ! はやし ! はやし ! はやし !
大島 康明 → レッツゴーおーし！（ドンドンドドドン）
片岡 功二 → コージ コージ カタオカ・コージ！
冨士 祐樹 → フ・ジ・ユーキ（ドンドンドドドン）
羽地 登志晃 → ハージ・ハージ・ハージ（ドドドン）
小野 雄平 → オ・ノ・ユーヘー（ドンドンドドドン）

７ ジョルジーニョ （「ボア」とはポルトガル語で「Good」の意味）
ボアジョルジーニョ ボアジョルジーニョ ボアジョルジーニョ
ボアジョルジーニョ ボアジョルジーニョ ボアジョルジーニョ
８ 伊藤 彰 （小泉今日子「Good Morning‑Call」）
お〜お伊藤あきら ゴールねらえ シュート放て
９ 林 威宏
林ゴール 林ゴール 林ゴールアレ
林ゴール 林ゴール 林ゴールアレアアレ
10 大島 康明 （Arabesque「DANCE DANCE DANCE」）
ゴール大島ゴール ゴール大島ゴール
ゴール大島ゴール ゴール大島ゴール
11 片岡 功二
かたーおかーこーじー カモンカモンカモン
13 小林 康剛 （ゴダイゴ「ビューティフル・ネーム」）
こばやしやすたか GET GOAL GET GOAL
18 羽地 登志晃 （THE BLUE HEARTS「TRAIN‑TRAIN」）
ハジ GET GOAL ハジ ラララララ
32 玉乃 淳 （スピッツ「スパイダー」）
ラララ玉乃 見せてくれ 君の技を
ラララ玉乃 見せてくれ 君のゴール
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