TOKUSHIMA VORTIS SUPPORTERS' SONG 2008
▼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。

>> CHANTS for the TEAM

※頻出曲のみ

・ 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://vortissimo.up.seesaa.net/c/08.htm

>> CHANTS for PLAYERS

♪ 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

１ 島津 虎史
アレアレアレ島津虎史 アレアレアレ島津虎史
ラララララララララララ 虎史 俺たちと行こうぜ

♪ 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）

５ ダ・シルバ （ハレルヤ・コーラス）
ダーシルバ ダーシルバ ダ・シルバ ダ・シルバ ダ・シルバ

♪ Lambada
We are VORTIS lalalalalalalalala（2回）
オーオオ オオオーオオオ オオオーオーオオーオーオオー（2回）
♪ Salto
ラーラーラララララー ラーラーラーラー
叫べ飛び跳ねろ 徳島男児
♪ Arts
オー オオオオオー オオオオーオー オオオオー
（La） と・く・し・ま
♪ Aleo （頭上で手拍子しながら）
Aleo徳島 Aleo徳島 Aleo徳島 oh〜 Aleo徳島
♪ 徳島なら
俺らを熱くさせる お前のその思い 背中で語れよ 徳島なら
oh〜（飛び跳ねながら） la〜（手拍子しながら）
♪ エクスタシー
徳島の 勝利を信じて 漢（おとこ）なら 最後まで闘え
♪ フランダース
Shalala lalala lalalalala lalala...
♪ commando verdi e blu
俺たちが徳島 青と緑の戦士
歌い共に闘え 勝利をつかみ取れ
oh〜（2回）
♪ 勝利至上主義
闘え徳島 熱くなれ徳島
オー ヴォルティス 勝利信じ ●●を蹴散らせ（2回）
（●●は対戦チーム名）
♪ ole ole ola
oh 徳島ヴォルティス lalalalalala×２
ole ole ole ole ole ole ola（2回）
♪ エンターテイナー
オーオオーオオーオオー フォルツァ VORTIS アーレー（2回）
勝利目指し 迷わず進め フォルツァ VORTIS アーレー
○ チームコール
♪ 徳島ヴォルティス（ドドンドドンドン）（太鼓に合わせて手拍子）
（微妙にリズム変更。「とくしまー」と末尾を伸ばさない。）
♪ と・く・しま！
♪ Oi Oi と・く・し・ま
♪ （ドンドンドドドン ドドドドドン） Oi! （太鼓に合わせて手拍子）
♪ 阿波踊り （ゴールが決まったとき、勝利が決まったとき）

９ 林 祐征
徳島の男 林ひろゆき 林ひろゆき ラーララーラーラー
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 阿部 祐大朗
あべあべあべあべゴール あべゴール あべゴーオール
14 石田 祐樹 （エンターテイナー）
オーオオーオオーオオー アレ石田祐樹アーレー（2回）
ゴール目指し 迷わず進め アレ石田祐樹アーレー
15 塩川 岳人 （THE BLUE HEARTS「キスして欲しい」）
しおかわたけと×３ オーレー
17 麦田 和志
麦田ゴール ゲットゴール 麦田かずゆき
我らに勝利を 麦田かずゆき
20 玉乃 淳
徳島に 咲いた花 オー玉乃 オー玉乃 玉乃淳
23 岡本 秀雄 （大脱走）
岡本 ひでおゴール ララーラ ララララ ララ
岡本 ひでおゴール ララーラ ララーラ ラー
24 小山 拓土
ラララ 輝け たくと
25 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
29 六車 拓也
Let's Go 六車 Go 六車 Let's Go 六車（2回）

○ 選手コール （太鼓に合わせて手拍子）
基本は「選手姓or名＋（ドンドンドン）」。以下は例外。
４ 柴村 直弥 → しばむらなおや ラーラララー（2回）
６ 西河 翔吾 → にしかわー しょーご（ドンドンドドドン）
７ アンドレ → アンドレオレー アンドレオレー
アンドレー アンドレー アンドレオレー
８ 米田 兼一郎 → め・た・けんいちろう
９ 林 祐征 → はーやーし・はーやーし・はーやーし・・・
11 片岡 功二 → こーじ こーじ かたおか・こーじ！
16 挽地 祐哉 → アレ ひきちーゆうやー オーオー オーオー
17 麦田 和志 → むーぎ・むーぎ・むーぎ・むーぎ
19 入船 和真 → いーりーふーねー かずま（ドンドン）×２
25 大島 康明 → レッツゴーおーし！（ドンドンドドドン）
29 六車 拓也 → むーぐーるま むーぐーるま

