
選手チャント

NO. 選手名 コール チャント 備考（チャント原曲）

1
渡辺　泰広

わたなべ　やすひろ ヤスヒロ

ワタナベ ヤスヒロ　熱くゴールを守り抜く

ワタナベ ヤスヒロ　勝利のためにとめまくる

※　※　※※※　※※※※　ヤス！　※　※　※※※　※※※※　ヤス！

前略、道の上より

（一世風靡セピア）

2
谷奥　健四郎

たにおく　けんしろう タニオク

タニ！　オク！　タニ！　オク！

俺らのタニオク ケンシロウ！

ニクタベイコウ

（打首獄門同好会）

3
鈴木　準弥

すずき　じゅんや スズキ

アレアレ　スズキ ジュンヤ

アレアレ　スーズキ ジュンヤ

TAKE ME HIGHER

（V6）

4
饗庭　瑞生

あいば　みずき アイバ

アイバミズキ　ララララー　バモ ミズキ

アイバミズキ　ラララー　ラララー ラ・ミズキ

ブルーバード

（いきものがかり）

5
千田　海人

ちだ　かいと カイト

チダカイト　チダカイト　勇気抱きしめ強く

チダカイト　チダカイト　さあ闘おう

We Own The Night

（The Wanted）

6
輪笠　祐士

わかさ　ゆうじ ワカサ

ワカサ ユウジ　ララララ ユウジ

ワカサ ユウジ　ラララ ユ・ウ・ジ

Still Waiting

（SUM41）

7
前山　恭平

まえやま　きょうへい キョウヘイ

キョウヘー　バモス キョウヘイ!　キョウヘー　バモス キョウヘイ!

キョウヘー　バモス キョウヘイ!　キョウヘー　バモス キョウヘイ!

Go West

（Village People）

8
茂　平

しげ　たいら シゲ×３

シ・ゲ・タイラ　シ・ゲ・タイラ

ナーナ・ナ・ナ　シゲタイラ

She is Beautiful

（Andrew.W.K ）

9
中村　亮太

なかむら　りょうた ナカムラ

リョウター　かけあがれ

リョウター　（ナカムラ リョウタ！）

フジヤマディスコ

（SILENT SIREN）

10
下澤　悠太

しもざわ　ゆうた シモザワ

ユウタ　ユウタ　シモザワ ユーウーター

ユウタ　ユウタ　シモザワ ユウター

(You can do)everything

（ONE OK ROCK）

11
久富　賢

ひさとみ　けん ヒサトミ

ラーラーラ　ラーラーラ　ケン！　ラーラーラ　ヒサトミ ケン！

ラーラーラ　ラーラーラ　ケン！　ラーラーラ　ヒサトミ ケン！

仮面舞踏会

（少年隊）

13
林　容平

はやし　ようへい ハヤシ

（通常時）　決めてくれ　ヨウヘイ！　決めてくれ　ヨウヘイ！

　　　　　　　 ハヤシ　ハヤシ　ハヤシ　ヨウヘイ

（ゴール時）　飛びきりの　ヨウヘイ！　ゴールだぜ　ヨウヘイ！

               ハヤシ　ハヤシ　ハヤシ　ヨウヘイ！

止まらないHa〜Ha

（矢沢永吉）

14
三上　陽輔

みかみ　ようすけ ミカミ

イェーイ　メッチャとるぜ　ミカミのゴール希望

イェーイ　ズバッときめろ　ミカミ ヨースケ

Yeah!めっちゃホリディ

（松浦亜弥）

15
江口　直生

えぐち　なお エグチ

ナナナーナ　ナナナーナ

エグーチ ナーオ　ナオ！

Kiss Him Goobye

（Crazy Frog）

16
井上　直輝

いのうえ　なおき イノウエ

ラーララー　イノウエ ナオキ　×２

ラーララー　イノウエ  ゲットゴール（ナ・オ・キ！）

September

（Earth,Wind & Fire）

17
韓　浩康

はん　ほがん ホガン

ホガンが一番カッコイイーのだ！

バリバリ最強　ハン ホガン！

バリバリ最強No.1

（Feel so bad）

18
北脇　健慈

きたわき　けんじ ケンジ

ケンジ　ケンジ　ケンジ　キタワキゴール　さあ行こう　勝利つかむために

ケンジ　ケンジ　ケンジ　キタワキゴール　俺らととーもに

CHANGE YOURSELF!

（布袋寅泰）

20
青島　拓馬

あおしま　たくま アオシ

アッオシマ　タークマ　アレ！

アッオシマ　タックマ　アレ！

私の好きなもの

（ラブリーサマーちゃん）

21
田中　雄大 （GK）

たなか　ゆうだい タナカ まもれ　まもれ　ゴールまもれ　秋田のユウダイ

ガラスの十代

（光GENJI）

22
沖野　将基

おきの　まさき オキノ

オキノ マサキ　いざゆけ　ララララー　ララララララ

オキノ マサキ　いざゆけ　俺らと勝利をつかみとろう

時の扉

（WANDS）

23
小池　大喜

こいけ　だいき コイケ

アレアレ　コイケ ダイキ　アレアレ　コイケ ダイキ

アレアレアレ　アレアレアレ　守護神　コイケ ダイキ 原曲不明

24
山田　尚幸

やまだ　なおゆき ヤマダ

ヤマダ ナオユキ　ラララララ　俺らのナオユキ

ヤマダ ナオユキ　ラララララ　俺らのナオユキ

ダンシングヒーロー

（荻野目洋子）

25
小野　敬輔

おの　けいすけ ケースケ

オノ ケースケ　ラーララ—　ともに行こうケースケ

ララララーララーラーララー　オノ ケースケ

Grand Symphony

（佐咲紗花）

29
斎藤　恵太

さいとう　けいた サイトウ

ケ・イ・タ ゴール　ララララララ　ケイタ ゴール　ララララララ

ケイタ ゴール　ララララララーラ

君の瞳に恋してる

（Boys Town Gang）

31
田中　雄大 （DF）

たなか　ゆうだい ユウダイ

オー　バモ　ユウダイ　タナカ　タナカ　タナカ ユウダイ

オー　バモ　ユウダイ　タナカ　タナカ　タナカ ユウダイ

PERFECT HUMAN

（RADIO FISH）

39
鎌田　翔雅

かまた　しょうま ショーマ

ショ・ー・マ　アレアレアレー

カ・マ・タ　アレアレアレー

Livin' La Vida Loca

（Ricky Martin）

50
加賀　健一

かが　けんいち カガケン

カガ　カーガカガ　カーガカガ　カガ ケ・ン・イ・チ　×３

（※上げ、下げ、上げの順で）

No Limit

（2 Unlimited）

監督
吉田　謙

よしだ　けん ヨシーダ　ブラウ！　ヨシーダ　ブラウ！

ブラウブリッツ秋田チャント2020

※応援歌は予告なく変更する可能性があります
BLUE＋AKITAメンバー募集中！

BLUE＋AKITA（ブルータス・アキタ）はブラウブリッツ秋田を応援するサポーターグルー

プです。われわれの活動趣旨に賛同いただける方はどなたでも参加できます！

参加希望＆お問い合わせはコチラのサイトから→ http://bluetas.net



■チームコール

タイトル 歌詞 主な使用シーン

メインコール１ ブラウブリッツ！　＊＊＊・＊・＊ 選手ピッチ練習開始時、試合後

メインコール２ ブラウブリッツ秋田！　＊・＊・＊＊＊ 試合中

メインコール３ ブラウ！＊・＊・＊　ブリッツ！＊・＊・＊　アキタ！　アキタ！　アキタ！　＊＊＊ 「秋田県民歌」が終わった直後

秋田オレ！ ア・キ・タ　オレ！　＊・＊・＊＊＊ ビルドアップ時

GO秋田　チャンスVer. ゴーアキタ　ゲットゴール！ チャンス時

GO秋田　セットプレーVer.

（※タオルマフラーを頭上で回しながら）

ゴーアキタ　ゲットゴール！　×３　　　　　＊・＊・＊＊・＊　ゲットゴール！ セットプレー時

オフェンス オイ！　オイ！　アキタ！×３　＊・＊・＊・＊＊　＊・＊・＊・＊＊ チャンス時

■チームチャント

タイトル 歌詞 原曲

泣く子はいねが〜オモクリ監督

（選手ピッチ練習開始時）

（秋田にゃ秋田の風が吹く）泣く子はいねが！　×４

たたかえ秋田！　いげいげ秋田！　×２

※以下、オモクリ監督につなげる

泣く子はいねが

オモクリ監督

（高橋優）

秋田節

（先発メンバー発表後）

おらが秋田は　美人のでどこ　お米に　お酒　秋田杉〜

秋田の勝利をつかむため　みんなで一緒にさあ叫べ　（ハイハイハイ！） 秋田節

愛してるソユスタ

（ホームゲーム限定）

愛してるソユスタ 俺たちのホーム

みんなの力を感じて 勝利を信じてたたかえ! オリジナル

秋田県民歌

（選手入場前）

秀麗無比なる鳥海山よ 狂瀾吼え立つ男鹿半島よ

神秘の十和田は田沢と共に 世界に名を得し誇の湖水

山水皆これ詩の国秋田 秋田県民歌

マイ・ウェイ

（選手入場時）

ララララー ララララー ララー ララララー

信じたこの道を 俺たちはゆくだけ すべては愛する秋田のため

マイ・ウェイ

（フランク・シナトラ）

NAMAHAGE BLUE

（試合開始時）

さあ行け! 　ナマハゲブルー

いつもオレたちがついてるぜ ゴールめざして た・た・か・え！

サムライブルー

（ZZ）

Come on!！

（ホーム側に向かって攻めている時）

カモン　カモン 秋田ゴール！ ×３

青いイナズマ 秋田ゴール！

あすなろサンシャイン

（電気グルーヴ）

お前とゴールを決めたい

（セットプレー時）

（※タオルマフラーを頭上で回しながら）

ラ・ラ ラララ ララララ! お前とゴールを決めたい！

ラ・ラの女

（ARB）

ゲットゴール

（ゴール時）

（※タオルマフラーを頭上で回しながら）

ゲットゴール！  ゲットゴール！　ゲットゴールだ ブラウブリッツ秋田！

海賊船

（遊助）

アイアンマン

（ディフェンス時）

ブラウブリッツ秋田　オーオーオーオーオーオッオー！×３

＊・＊・＊・＊・＊　オイ！　＊・＊・＊・＊・＊　オイ！

Iron Man

（ブラック・サバス）

浜辺の歌

（後半開始時、試合中）

オーオー　オオオー　オオオー　オーオー　オオオー　オーオー　オオオー

フォルツァ・アキタ　フォルツァ・アキタ　フォルツァ・アキタ　オーオー 浜辺の歌

We are AKITA
ウィ・アー　アキタ！ ラララ ララ　ウィ・アー アキタ！ オレもたたかうぜ

ララ ララララ ラララ ウィーア ア・キ・タ!

オモクリ監督
レッツゴー　レッツゴー　レッツゴー　アキタ！　オッオッオッオッオッオッオー　×３

オッオッオー　オッオッオー　オッオッオッオッオッオッオー　×２

オモクリ監督

（高橋優）

おいがだのチカラ
おー闘えブラウブリッツ秋田　前へすすめ　闘志を燃やせ　ゴールを目指して突き進んでいぐ

おー闘えブラウブリッツ秋田　おいがだのチカラをあわせて 一戦必勝

おいがだの言葉

（Mating Rhythm feat.ねじ）

イエローサブマリン
アレアレー　アレアレー　フォルツァ秋田　アレアレー　×２

ブラウブリッツ秋田　アレアレアレ　アレアレアレ　アレアレアレ　×２

Yellow Submarine

（THE BEATLES）

VAMOS! AKITA
オー　バモ　アキーター！

アキータ　アキータ　バモ　アキーター！

Pop Goes the World

（Men Without Hats）

The Wind One
ラララララ ラララ ラララララーララララ 秋田　イエッツ ブラウブリッツ秋田　×２

ララララ ララララ トー!　 トー!　 ブラウブリッツ トー　（ア・キ・タ！）

The Wind One

（スージー・クワトロ）

Upside Down
オー・ブラウブリッツ秋田　オー・ ブラウブリッツ秋田 ×２

オ・オ・オオオ・オオオー　オ・オ・オオオー　×２

Upeside Down

（電気グルーヴ）

羅漢

オッオッオッオー　×４　　オッオーオ　※・※・※※・※※　ウィーアー

※・※・※※・※※　アキタ！　※・※・※※・※※　ウィーアー

※・※・※※・※※　ゴー！ブラウブリッツ！

We Are AKITA!!

（羅漢）

爛漫
オーレオレーオレオ↘　アキタ　　　オーレオレーオレオ↗　アキタ

オーレオレーオレオ↘　アキタ　　　オレオレ オレオ　アキタ！ 爛漫カップTVCM

秋田オレオレ

（試合に勝利後）

秋田 オレーオレー！ 秋田 オレーオレ！

秋田 オレーオレ！ オーレ！

ブラウブリッツ秋田チャント2020

※応援歌は予告なく変更する可能性があります


