
QRコードを読み取るとチャントの動画が聞けます。ぜひいっしょに一岩～ICHIGAN～となって応援しましょう！

恐れることはないさ

ラーララーラララ ラーララー ラーララーラララ ラーララー

オーオオーオオオ オーオオー オーオオーオオオ オーオオー

We Love GRULLA　Uh!

ラララ　ララ　ラララ　ララララ ✕4

Uh!はお腹から声を。後はとにかくノリノリで盛り上がるパーティーチャント！

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）

グルージャ盛岡 ×4 お前のゴール　お前の勝利

グルージャ盛岡

We gotta goal  goal  goal 戦え 俺らの誇り

 ※ 2回繰り返し ※ xxxxは相手チーム名

ラーララ ラーラー ラーララ
ラーララ ラーラ ラララララー ラーララ ラーラ ラララララー

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.

俺たちがここにいるぜ グルージャ盛岡 ×4 みんなが（みんなが）

共に闘い抜こう　行け盛岡

待っているぜ（待っているぜ）

ラララ…　グルージャ盛岡

オオオ オオ オオオ オオ グルージャ盛岡 We gotta goal 勝利を信じて 俺ら共に戦い 歌い続ける

大同団結　力戦奮闘　グルージャ盛岡 グルージャ盛岡 グルージャ盛岡

ALLEZはフランス語で「行け！」の意味 原曲はビートルズの同曲 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

GET GOALS（コーナーキックやフリーキックの時） WE GOTTA GOAL（得点時） 進めグルージャ（後半開始時）
Get goal Get goal We gotta goal  We gotta goal 進め 俺たちのグルージャ

Get goal Get goal Get goal

グルージャ盛岡アレアレ グルージャ盛岡　オオオオオーオオオオオ グラン プロヴィンチア グラン プロヴィンチア

GRULLA !! GRULLA !! 

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）
グルージャ！ グルージャ！

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

Pretty bubbles in the air,

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！ 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” 勝利を目指して後半戦に臨む選手へ想いを届けよう

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

Rumba de GRULLA 無題Ⅰ 無題Ⅱ 

グルージャ盛岡アレー グルージャ盛岡　オオオオオーオオオオオ グラン プロヴィンチア

原曲はManu Chaoの「Rumba de Barcelona」 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 左右のグループに分かれて交互に。「お前の~」からは一緒に

We are GRULLA‼ 熱き思いを胸に 俺たちとさあ進もう

原曲はKen Yokoyamaの「This Is Your Land」 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！

岩手のクラブだろ ラララ ララララララ We are GRULLA Chi non salta xxxx è! è!

俺たちが応援しないでどうする ラララ ララララララ MORIOKA キ ノン サルタ　xxxx　エ!　エ!

立ち上がれ 岩手の民よ

岩手の偉人、宮沢賢治からのご当地チャント 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 原曲は大滝詠一（岩手県出身）の「幸せな結末」

WE ARE GRULLA（ホーム戦スタメン発表時） Down Beat Stomp（ピッチ内アップ時） Chi non salta xxxx（ピッチ内アップ時）

突キススメ　グルージャモリオカ グルージャ盛岡 ラーラララーラー ラーララ　ラララーラララーラー

ララララ ララーラー ララララ ララーラー

グルージャ盛岡チームチャント 2017

上げろ！

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。

MORIOKA SUPPORTERS GROUPS　Ver1.0

幸せな結末（勝利時）
雨ニモマケズ　風ニモマケズ 俺達はグルージャ盛岡 ララララ ララーラー ララララ ララーラー

雨ニモマケズ 俺達はグルージャ盛岡

熱い応援で　俺達が上げてやる

グルージャ vamos

熱いFootballで　俺達を上げてくれ

盛岡 vamos

上げてアゲてみんなでスタジアムを揺らそう！

LOVE GRULLA
オオオオーー ✕4

We Love GRULLA　俺らの誇り ✕3



未定の日程は7月中旬に発表予定。試合日時や会場は変更になる場合があり

ますので、必ず主催者発表のものをご確認下さい。

MSG WEB SITE

スズキタツヤー

ハヤシ ユウスケー

8/19 or 8/20 未定 G大阪U-23 いわぎんスタジアム

本歌詞カードとは別に、チャントガイドを作成中です。

写真も使ってぺっこだけ見栄えもよく。

早ければ4/16の藤枝戦、遅くとも5/7の長野戦にお配りできるよう準備

中です。ぜひそちらもお受け取り下さい！

チャントガイド作成中！

未定

未定

未定

未定

9/9 or 9/10

9/16 or 9/17

9/23 or 9/24

9/30 or 10/1

10/7 or 10/8

10/14 or 10/15

10/21 or 10/22

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定11/11 or 11/12

11/5

11/19

11/26

12/3

ゴール裏の応援情報やゆるい小ネタもお届け。

フォローお願い致します。

https://twitter.com/MSG_MoriokaSG

チャントやイベント告知の他、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

ド・イ コウヘイ

DF 23　守田 創

DF 24　鈴木 達也

モリタソウ モリタソウ モリタソウ モリタソウ

スズキタツヤー

モリタソウ モリタソウ モリタソウ モリタソウ

MF 14　林 勇介

ハヤシ ユウスケー

タニムラーケンイチー ハヤシ ユウスケー

FW 11　谷口 堅三 MF 17　梅内 和磨

ケンゾウ オ・オ・オ・オオ カズマー オオオ オオオオオー カ・ズ・マ

選手チャント 2017

GK 1　土井 康平 DF 16　森 英次郎

ドーイ コウヘイ ドーイ コウヘイ オーオー モリエイジロー

Twitter

ラーララララララー

MF 10　谷村 憲一

タニムラーケンイチー

MF 15　安楽 健太

アーンラク　ケンター
カズマー ラララ ラララララー カ・ズ・マ

7

10

14

16

17

23

21

22

DF 2

Pos No

GK 1

2017 グルージャ盛岡メンバー　（17年3月末時点）

名前 前所属 メモ

土井 康平 京都サンガF.C. キャプテン

3

4

5

福田 友也 FC町田ゼルビア 新加入

畑本 時央 アビスパ福岡 副キャプテン

八角 大智 ザスパクサツ群馬 武士

13

18 今関 耕平 桐蔭横浜大 新加入

25

41

土館 賢人 関東学院大 ドディー

岩渕 良太

24

MF 6

鈴木 達也 明治大

垣根 拓也 FC町田ゼルビア 副キャプテン、ゴメ

FW 9

11

15

19

20

安楽 健太 MIOびわこ滋賀

菅本 岳 立教大 新加入

井上 丈 SVゴンセンハイム/ドイツ

中島 宏海 ブリオベッカ浦安 新加入

笠原 淳 サウルコス福井

久保 海都 関東学院大 盛岡市出身

森 英次郎 ガイナーレ鳥取 クールダンディ

田中 憧 桐蔭横浜大 新加入

守田 創 サガン鳥栖

益子 義浩 福島ユナイテッドFC

谷村 憲一 モンテディオ山形 盛岡市出身

林 勇介 ザスパ草津 盛岡市出身、副キャプテン

SC相模原 新加入

金 弘淵 福島ユナイテッドFC 新加入

谷口 堅三 鹿児島ユナイテッドFC

梅内 和磨 Y.S.C.C.横浜

カターレ富山 いわぎんスタジアム

6/18

6/25

7/2

7/8

7/16

8/26 or 8/27

(日)

(日)

(日)

(日)

ブラウブリッツ秋田 あきぎんスタジアム

藤枝MYFC いわぎんスタジアム

ガイナーレ鳥取 とりぎんバードスタジアム

長野パルセイロ いわぎんスタジアム

SC相模原 相模原ギオンスタジアム

FC東京U-23 いわぎんスタジアム

Y.S.C.C.横浜 いわぎんスタジアム

栃木SC いわぎんスタジアム

G大阪U-23 万博記念競技場

鹿児島ユナイテッド 鴨池陸上競技場

Y.S.C.C.横浜 三ツ沢公園陸上競技場

C大阪U-23 いわぎんスタジアム

福島ユナイテッド とうほうみんなのスタジアム

アスルクラロ沼津 いわぎんスタジアム

SC相模原 いわぎんスタジアム

FC琉球 いわぎんスタジアム

カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場

2017 試合日程　（17年3月末時点）

対戦相手 会場日時

栃木SC 栃木県グリーンスタジアム

ギラヴァンツ北九州

福島ユナイテッド いわぎんスタジアム

鹿児島ユナイテッド いわぎんスタジアム

ギラヴァンツ北九州 ミクニワールドスタジアム北九州

アスルクラロ沼津 愛鷹広域公園多目的競技場

ガイナーレ鳥取 いわぎんスタジアム

藤枝MYFC 藤枝総合運動公園サッカー場

9/2 or 9/3

FC東京U-23 未定

長野パルセイロ 長野Uスタジアム

6/11

13時

15時

18時

いわぎんスタジアム

ブラウブリッツ秋田 いわぎんスタジアム

7/23

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(日)

(土)

(日)

(日)

(日)

(日)

(土)

(日)

(日)

3/26

4/2

4/16

4/30

5/7

5/14

5/21

6/3

18時

15時

15時

未定

未定

13時

13時

13時

13時

13時

13時

13時

13時

13時

予告 


