
MORIOKA SUPPORTERS GROUPS (Ver1.0)

I'm forever blowing bubbles Rumba de GRULLA (2015 NEW CHANT) 

俺たちがここにいるぜ 

 恐れることはないさ 

 共に闘い抜こう 

行け盛岡 

 ラララ… 

 ラララ… 

グルージャ盛岡  

I'm forever blowing bubbles, 

Pretty bubbles in the air, 

They fly so high, 

nearly reach the sky, 

Then like my dreams they 

fade and die. 

Fortune's always hiding, 

I've looked everywhere, 

I'm forever blowing bubbles, 

Pretty bubbles in the air. 

GRULLA !! GRULLA !!  

ｱｲﾑ ﾌｫｰｴﾊﾞｰ ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞ ﾊﾞﾌﾞﾙｽ 

ﾌﾟﾘﾃｨ ﾊﾞﾌﾞﾙｽ ｲﾝｼﾞ ｴｱｰ 

ｾﾞｲ ﾌﾗｲ ｿｰ ﾊｲ, 

ﾆｱﾘｰ ﾘｰﾁｻﾞ ｽｶｲ 

ｾﾞﾝ ﾗｲｸ ﾏｲ ﾄﾞﾘｰﾑｽ ｾﾞｲ 

ﾌｪｰﾄﾞ ｱﾝﾄﾞ ﾀﾞｲ 

ﾌｫｰﾁｭﾝｽﾞ ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ ﾊｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ｱｲｳﾞ ﾙｯｸﾄﾞｩ ｴｰﾌﾞﾘｳｪｱ 

ｱｲﾑ ﾌｫｰｴﾊﾞｰ ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞ ﾊﾞﾌﾞﾙｽ 

ﾌﾟﾘﾃｨ ﾊﾞﾌﾞﾙｽ ｲﾝｼﾞ ｴｱｰ 

ｸﾞﾙｰｼﾞｬ!! ｸﾞﾙｰｼﾞｬ!!  

無題Ⅰ 

グルージャ盛岡 グルージャ盛岡 グルージャ盛岡 グルージャ盛岡 

 オ～オオ～オオオ オ～オオ～    オ～オオ～オオオ   オ～オオ～ 

グルージャ盛岡 グルージャ盛岡 グルージャ盛岡 グルージャ盛岡 

ラ～ララ～ラララ    ラ～ララ～    ラ～ララ～ラララ ラ～ララ～ 

グルージャ盛岡 ALLEZ 

グルージャ盛岡アレアレ グルージャ盛岡アレ～ 

グルージャ盛岡アレアレ グルージャ盛岡アレ～ 

 A HARD DAY'S NIGHT  

グルージャ盛岡 オオオオオ～オオオオオ 

グルージャ盛岡 オオオオオ～オオオオオ 

大同団結 力戦奮闘 グルージャ盛岡 

進めグルージャ 

進め 俺たちのグルージャ 戦え 俺らの誇り 

勝利を信じて 俺ら共に戦い 歌い続ける 

 la gran provincia  

グラン プロヴィンチア グラン プロヴィンチア グラン プロヴィンチア 

 グルージャ盛岡～ グルージャ盛岡～ 

GET GOALS 

Get goal Get goal 

Get goal Get goal Get goal 

 オオオ オオ オオオ オオ グルージャ盛岡 

WE GOTTA GOAL  

We gotta goal  We gotta goal 

We gotta goal  goal  goal  We gotta goal 

We gotta goal  We gotta goal 

We gotta goal  goal  goal  We gotta goal 

俺達はグルージャ盛岡 

俺達はグルージャ盛岡～ グルージャ盛岡～ 

 幸せな結末 

ララララ ララ～ラ～ ララララ ララ～ラ～ 

 ラ～ララ ラ～ラ～ ラ～ララ ラララ～ラ ララ～ラ～ 
 

 ララララ ララ～ラ～ ララララ ララ～ラ～ 

ラ～ララ ラ～ラ～ ラ～ララ 
 

 ラ～ララ ラ～ラ ラララララ～ 

 ラ～ララ ラ～ラ ラララララ～ 

WE ARE GRULLA 

岩手のクラブだろ 俺たちが応援しないでどうする 

立ち上がれ 岩手の民よ We are  GRULLA ‼  

 雨ニモマケズ  

雨ニモマケズ 風ニモマケズ 

突キススメ グルージャモリオカ 

グルージャ盛岡チームチャント 2015 

 無題Ⅱ  

 みんなが （みんなが） 

待っているぜ （待っているぜ） 

 おまえのゴール おまえの勝利 グルージャ盛岡 



MORIOKA SUPPORTERS GROUPS (Ver1.0)グルージャ盛岡選手チャント 2015 

GK 22. 土井 康平 

ド～イ コ～ヘイ ド～イ コ～ヘイ 

 ド・イ コ～ヘイ  

MF 6. 森川 龍誠 

モリカワ リュウセイ バモス 

 モリカワ ゴル  

FW 25. 征矢 智和 

 ソ～ヤ トシカズ オ・オ オオ～ 

MF 14. 林 勇介 

ハヤシ ユ～スケ～ ハヤシ ユ～スケ～ ハヤシ ユ～スケ～ 

ハヤシ ユ～スケ～ ハヤシ ユ～スケ～ ハヤシ ユ～スケ～ 

DF4. 岡田 祐政 

オカダ オカダ バモス 

 オカダ オカダユウセ～イ  

MF 9. 高瀬 証 

 タ～カセ アキラ オ～オ タ～カセ アキラ オ～ 

オ・オ・オ オオオ～ オオオ～ 

 タ～カセ アキラ GRULLA's No,9 

MF 18. 高橋 悠馬 

タカ・ハシ～ ユウマ～ 

 オ～オ～ オオオ～ 

MF ８. 松田 賢太 

 カモン マツ・ダ～ケンタ～ 

オ・オ・オ オオオ～ オオオ～ 


