
We are GRULLA 誕生秘話

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

2011年9月25日　いしがきミュージックフェス

原曲はKen Yokoyamaの「This Is Your Land」 左右のグループに分かれて交互に。「お前の…」からは一緒に

Chi non salta xxxx è! è!

（キ ノン サルタ　xxxx　エ!　エ!）

Down Beat Stomp

熱き思いを胸に 俺たちとさあ進もう

 チームチャント 2018

VAMOSは「行こう！」の意味。選手もサポもアゲて行こう

A HARD DAY'S NIGHT 

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）

Get goal  ×5

オオオ オオ オオオ オオ 

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

la gran provincia

グラン プロヴィンチア ×3

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

発行　MORIOKA SUPPORTERS GROUPS

QRコードをスキャンするとYouTubeでチャントが聞けます

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

岩手の偉人、宮沢賢治からのご当地チャント

立ち上がれ 岩手の民よ　We are GRULLA‼ 

GRULLA GOAL（得点時）

ラララ ランランランランラー　俺達のゴール

ラララ ランランランランラー　グルージャゴール

元ネタはパルコホームの往年のCMソングから

俺達はグルージャ盛岡

俺達はグルージャ盛岡

原曲はManu Chaoの「Rumba de Barcelona」

無題Ⅱ 

みんなが（みんなが）

待っているぜ（待っているぜ）

お前のゴール　お前の勝利　グルージャ盛岡

グルージャ盛岡

得点のチャンス。タオルマフラーをブンブン回そう

Chi non salta xxxx（ピッチ内アップ時）

飛んで、叫んで、飛び跳ねて、士気を高めよう

進めグルージャ（後半開始時）

 いわてのうたを歌おう

上げろ！

熱い応援で 俺達が上げてやる グルージャVAMOS

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

We are GRULLA（スタメン発表時）

グルージャ盛岡　オオオオオーオオオオオ ×2

大同団結　力戦奮闘　グルージャ盛岡

LOVE GRULLA

オオオオー ×4

We Love GRULLA 俺らの誇り ×4

ラララララ　ラララ　ララララ ×4

みんなで盛り上がるパーティーチャント。ノリノリで歌おう

グルージャ盛岡 ALLEZ

グルージャ盛岡アレアレ

熱いFootballで 俺たちを上げてくれ 盛岡VAMOS

グルージャ盛岡アレー

ALLEZはフランス語で「行け！」の意味

Rumba de GRULLA

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…　　グルージャ盛岡

進め 俺たちのグルージャ

ラララ ララララララ We are GRULLA

ラララ ララララララ MORIOKA

戦え 俺らの誇り

勝利を信じて 俺ら共に戦い 歌い続ける

勝利を目指して後半戦に臨む選手を後押ししよう

その瞬間はこちらのQRコードからYouTubeで

ご覧になれます。（1:57～あたりから）

超カッコいい原曲「This Is Your Land」も

聞けますので、ファン・サポならずともぜひチェックして下さい！

グルージャゴール裏の「あの旗」が起こした奇跡。

グルージャ盛岡 ×2

※ xxxxは相手チーム名

無題Ⅰ

グルージャ盛岡 ×4　オーオオーオオオ オーオオー ×2

グルージャ盛岡 ×4　ラーララーラララ ラーララー ×2

岩手のクラブだろ　俺たちが応援しないでどうする

震災から間もない中、盛岡で開催されたこのフェスで

Ken Yokoyama氏にとって忘れることのできない瞬間が

訪れます。

ゴール裏 選手3 鶴 恩返 タイム2 タオルマフラー1 



はじめての方も大歓迎。ゴール裏はどなたでも応援できます。選手とファン・サポーターが喜びを分かち合う最高の瞬間。英語の歌はわからないよ、という方も掲げるだけでバッチリ。

ゴール裏で応援するには？

✔ 2018シーズンの新チャントをチェックしよう！

✔ 手拍子など出来るところからはじめよう！

✔ 選手入場の歌をチェックしよう！

✔ タオルマフラーを掲げてスタジアム一岩の雰囲気を！

活躍した選手がお立ち台（＝ビールケース笑）に上がる

ゴール裏劇場も必見。ここでしか聞けない選手の声も?!

メイン/バックの方も大歓迎。みんなでゴール裏に集合しよう！

応援の歌にあわせてタオルマフラーを掲げたり回したりして、

ホームゲームで勝利時のみに行われるこのダンス。ゴール裏で

大切なのはグルージャを応援したい、楽しみたいという気持ち。

応援は自然と覚えられますので、出来るところから始めれば

OKです。 さあ、あなたもゴール裏で五感を揺さぶる体験を！

カモン グルージャ

鶴の恩返しタイムって？

選手やスタッフが肩を組んで飛び跳ね、キヅールも踊ります。

カモン グルージャ

日本語訳

（シャボン玉を吹き続けよう　きれいなシャボン玉を空へ）

（シャボン玉は空高く　俺の夢のようにしぼんで消えた　）

（幸せは隠れてばかり　どこを探しても無い）

（でもシャボン玉を吹き続けよう　きれいなシャボン玉を空へ）

タオルマフラーを使った応援にご協力をお願いします。

選手入場のときにみんなでタオルマフラーを掲げよう！

スタジアム全体で掲げる姿はまさに壮快。 ・応援の仕方がわからない　→　問題なし

・ユニフォーム持ってないし　→　問題なし

みんなで一体感に溢れた非日常空間を作り出しましょう！

ゼン ライク マイ ドリームス ゼイ フェード アンド ダイ

フォーチュンズ オールウェイズ ハイディング ,

アイヴ ルックドゥ エヴリウェア

アイム フォーエバー ブロイング バブルス

プリティ バブルス イン ジ エアー

✔ キヅールも大好きな勝利後の歌をチェックしよう！

I'm forever blowing bubbles（選手入場） oi !（2018新チャント）

カモン グルージャ

カモン グルージャ

ララララ ララ ラララ

幸せな結末（勝利時）

アイム フォーエバー ブロイング バブルス

プリティ バブルス イン ジ エアー

ゼイ フライ ソー ハイ , 二アリー リーチ ザ スカイ

✔ 原曲は大滝詠一（岩手県出身）の「幸せな結末」

ララララ ララーラー　ララララ ララーラー

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

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

ララララ ララララ ラララ　oi!

WEB SITETwitter
ゴール裏の応援情報やゆるい小ネタもお届け

フォローお願いします

twitter.com/MSG_MoriokaSG

本紙未掲載含む全チャントを掲載

フラッグの作り方も日本一詳しく掲載しています

msg12.jimdo.com

ゴール裏で選手を 

応援しよう！ 
3 鶴の恩返しタイムを 

楽しもう！ 
2 タオルマフラーを 

掲げよう！ 
1 


