
ラララ ララララララ We are GRULLA

ラララ ララララララ MORIOKA

 ※ 2回繰り返し

Chi non salta xxxx è! è!

(キ ノン サルタ　xxxx　エ!　エ!)

※ xxxxは相手チーム名

プロヴィンチアはイタリア語で、サッカーでは「地方都市のクラブ」の意味

グルージャ盛岡アレアレ　グルージャ盛岡アレ～

突キススメ　グルージャモリオカ

無題Ⅱ 無題Ⅰ

熱き思いを胸に 俺たちとさあ進もう

ALLEZはフランス語で「行け！」の意味 原曲はビートルズの同曲

la gran provinciaA HARD DAY'S NIGHT グルージャ盛岡 ALLEZ

グルージャ盛岡　オオオオオ～オオオオオ

岩手の偉人、宮沢賢治からのご当地チャント

グラン プロヴィンチア

喜びを分かち合う最高の瞬間！タオマフ回して“えがったゴール” 勝利を目指してひたむきに戦う選手へ、想いを届けよう

グラン プロヴィンチア グラン プロヴィンチア

グルージャ盛岡アレアレ　グルージャ盛岡アレ～

Down Beat Stomp（ピッチ内アップ時）

オオオ オオ オオオ オオ グルージャ盛岡

原曲はスカパラの同曲。タオルマフラーを回して盛り上がろう！ 飛んで、叫んで、飛び跳ねて、士気を高めよう！

GET GOALS（コーナーキックやフリーキック等のセットプレー時） WE GOTTA GOAL（得点時） 進めグルージャ（後半開始時）

Get goal Get goal Get goal

雨ニモマケズ 

得点のチャンス。チャントに合わせてタオルマフラーを振り回そう！

オ～オオ～オオオ オ～オオ～ オ～オオ～オオオ オ～オオ～ 待っているぜ（待っているぜ）

左右のグループに分かれて交互に。「お前の～」からは一緒に拳を高く突き上げよう。“オ”の時はジャンプ、“ラ”のときは手拍子を

戦え 俺らの誇り

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 みんなが（みんなが）

進め 俺たちのグルージャ

勝利を信じて 俺ら共に戦い 歌い続ける

We gotta goal  We gotta goalGet goal Get goal

雨ニモマケズ　風ニモマケズ

応援でスタジアム観戦をもっと楽しく！

QRコードを読み取るとYouTubeで各チャントが聞けます。

はじめて観戦に来た方も、いつも来ている方も、応援を通

じてもっともっとスタジアム観戦をお楽しみください！

グルージャ盛岡チームチャント 2016

グルージャ盛岡のサポーター集団MSG（MORIOKA SUPPORTERS GROUPS）です！ 盛岡のチャント（応援歌）を紹介します。

アイム フォーエバー ブロイング バブルス（シャボン玉を吹き続けよう）

プリティ バブルス イン ジ エアー（きれいなシャボン玉を空へ）

ゼイ フライ ソー ハイ , 二アリー リーチ ザ スカイ（シャボン玉は空高く）
ゼン ライク マイ ドリームス ゼイ フェード アンド ダイ（俺の夢のようにしぼんで消えた）

フォーチュンズ オールウェイズ ハイディング ,（幸せは隠れてばかり）

アイヴ ルックドゥ エヴリウェア（どこを探しても無い）

アイム フォーエバー ブロイング バブルス（でもシャボン玉を吹き続けよう）

プリティ バブルス イン ジ エアー（きれいなシャボン玉を空へ）

MORIOKA SUPPORTERS GROUPS　Ver1.0

Pretty bubbles in the air,

They fly so high, nearly reach the sky,

Pretty bubbles in the air.

GRULLA !! GRULLA !! 

Chi non salta xxxx（ピッチ内アップ時）

Then like my dreams they fade and die.

I'm forever blowing bubbles （選手入場時）
I'm forever blowing bubbles,

Fortune's always hiding, 

I've looked everywhere,

I'm forever blowing bubbles,

We gotta goal  goal  goal  We gotta goal

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 お前のゴール　お前の勝利　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～

WE ARE GRULLA（ホーム戦スタメン発表時）

俺たちが応援しないでどうする

岩手のクラブだろ

立ち上がれ 岩手の民よ

We are GRULLA‼ 

グルージャ盛岡　オオオオオ～オオオオオ

グルージャ盛岡～ グルージャ盛岡～大同団結　力戦奮闘　グルージャ盛岡

原曲はKen Yokoyamaの「This Is Your Land」

NEW NEW



タニムラ～ケンイチ～ タニムラケンイチ～

DF 23. 守田 創

選手チャント 2016

MF 14. 林 勇介MF 8. 松田 賢太

モリタソウ モリタソウ モリタソウ モリタソウ ウシノハマタク　ウシノハマタク

ウシノ～ハマ～タク～

ララララ ララ～ラ～ ララララ ララ～ラ～

DF 16. 森 英次郎

カズマ～ オオオ オオオオオ～ カ・ズ・マ Twitter

俺達はグルージャ盛岡走れグルージャRumba de GRULLA

FW 7. 土井 良太

ゴール裏で共に歓喜を分かちあおう！

ゴール裏は初めての方も大歓迎です。

ユニフォームやタオルマフラーを持っていなくてもOK。まずは

一度お気軽にお越し下さい。

仲間を誘ってゴール裏デビューしよう！

ラ～ララ ラ～ラ～ ラ～ララ

幸せな結末（勝利時）

ハヤシ ユウスケ～

ラ～ララ ラ～ラ ラララララ～ ラ～ララ ラ～ラ ラララララ～

原曲は大滝詠一（岩手県出身）の「幸せな結末」

MF 18. 高橋 悠馬 FW 11. 谷口 堅三

ケンゾウ オ・オ・オ・オオ～

オオオ オオオ オオオ

カモン マツダ～ケンタ

チャントやイベント情報の他、日本一詳しいゲート

フラッグの作り方も紹介しています。

msg12.jimdo.com

ゴール裏の情報やイベント告知などお届け。

フォローお願い致します。

https://twitter.com/MSG_MoriokaSG

カズマ～ ラララ ラララララ～ カ・ズ・マ

ドイ リョウタ～ ドイ リョウタ～

WEB SITE

共に闘い抜こう　行け盛岡 戦えグルージャ盛岡

原曲はManu Chaoの「Rumba de Barcelona」 選手が踏み出すその一歩に、声で後押しを

GK 21. 横山 卓司

ヨ～コヤマ タクジ

オ・オ・オ～オ

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…　　グルージャ盛岡

走れグルージャ　進め盛岡　俺たちがここにいるぜ　 恐れることはないさ

MF 6. 牛乃濱 拓

ハヤシ ユウスケ～ ハヤシ ユウスケ～

俺達はグルージャ盛岡～

グルージャ盛岡～

原曲は千昌夫（陸前高田市出身）の「北国の春」。演歌をチャントに

モリタソウ モリタソウ モリタソウ モリタソウ

DF 3. 小林 亮太

コ・バ・ヤ・シ リョウタ オレ

オレ オレ オレオレオレ

MF 10. 谷村 憲一

タニムラ～ケンイチ～ タニムラケンイチ～

オ～オ～ モリエイジロ～ オ～オ～ モリエイジロ～

オ～オ～ モリエイジロ～ オ～オ～ モリエイジロ～

ゴラッソ ド・イ リョウタ～

タカハシ～ ユウマ～

オ～オ～ オオオ～

GK 1. 土井 康平

ド～イ コウヘイ ド～イ コウヘイ

ド・イ コウヘイ

FW 17. 梅内 和磨

はじめてで不安な方は

端っこの方でもOK！

NEW

NEW

アウェイ

ゴール裏

バックスタンド

メインスタンド

グルージャ

ゴール裏

いわぎんスタジアム


