
コール 鹿児島ユナイテッド　●●＊＊●　　鹿児島ユナイテッド●●＊＊● カ・ゴ・シ・マ 鹿児島！鹿児島！鹿児島！

オーレ オーレ●●●オーレ●●●鹿児島ユナイテッド　●●オイ　●●オイ ロール 鹿児島　オイ●●＊＊　オイ●●＊＊　オイ●●＊＊

ラッシュ１ 鹿児島　鹿児島　鹿児島　オイオイオイオイ ラッシュ2 鹿児島ユナイテッド　●●●＊＊●＊●●

鹿児島　鹿児島　鹿児島　オイオイオイオイ 鹿児島ユナイテッド　●●●＊＊●＊●●

チャンス (ラーラーラーラーラーララー) ●●●＊ラララ鹿児島ゲットゴール　×2 チャンス オオオオオ　オオオオオオオオ

テーマ１ ララララ　勝利をつかみとれ　　　　　 テーマ2 オオオオ　か・ご・し・ま

ディフェンス ディフェンス　〇〇〇　※〇〇〇はキーパー名　 ディフェンス ユナイテッド●●●　ユナイテッド●●●

コール1 ジュンス or コテツ or カズサ コール2

俺たちのホーム ここは鴨池　俺たちのホーム　勝利をつかもうぜ　鹿児島ユナイテッド KAGOSHIMA (鹿児島と叶えようこの歌声で)アーレオーレ　アーレ―オーレアーレ×３ 

ANTHEM 鹿児島と叶えようこの歌声で　　　　

アイデンティティ (さあ行こうぜオオオ オーオ我らの鹿児島) 新しい時代 (新しい時代を切りひらけ)

オーオオオーオ　オオオ　オーオ　オーオーオーオーオオオオー オーオオオオオ―　鹿児島の誇りを胸に抱き　

オーオオオーオ　オオオ　オーオ　オーオーオーオー鹿児島　×2 オーオオオオオ―　新しい時代を切りひらけ

オイオイオイオイ●●●●　オイオイオイオイ●●●●

薩摩隼人 戦おうぜ　鹿児島　どんな時でも　力強く　 我らの鹿児島 我らの鹿児島　届けよ　この歌よ

走り抜け鹿児島　薩摩隼人の誇り胸に 高鳴る気持ちは誰も止められない

共に戦う (俺らは歌うのさ　鹿児島のために) どこにも負けない (お前の力を見せてやれよ)

今日もこの場所で　共に戦う 俺らは歌うのさ　鹿児島のために 俺たち鹿児島　どこにも負けない　お前の力を見せてやれよ

アレオ鹿児島 (アレオアレオ鹿児島　鹿児島ユナイテッド) Hot　Stuff (●●＊＊●　鹿児島ユナイテッド）

さあ行こうぜ鹿児島　俺たちと共に　 オオオオオオ　オーオ　オオ　オオ　　オーオ　オオ　オオオ　オーオオオ　

恐れることはないさ　俺たちついてる オオオオオオ　オーオ　オオ　オオ　　オーオ　オオ　オオオ　オーオオオ　ヘイ！

アレオ　アレオ　鹿児島　鹿児島ユナイテッド ×2 ●●**●****チェスト！オオーーチェスト

We are United We are united! ●●●●　鹿児島　●●●● エンターテイナー (気持ちひとつに声を合わせて行くぞ我ら鹿児島)

We are united! ●●●●　鹿児島　●●●● オオ　オオー オオー オオー オオオ オオオオー　オオーオー×2

ララララーララララ― 　ララララーララララー　　 気持ち一つに声を合わせて行くぞ我ら鹿児島　

★シルエットロマンス オー戦え 鹿児島の戦士たち　　もっと激しく　紺の魂燃やせ GO HEY YA (● ●●＊＊●●　●オイ！　● ●●＊＊●●　●オイ！)

オーオオオオー　オオオオー　オオオオオーオー オー鹿児島　俺たちの鹿児島　オオオオ ×2

オーオーオオオオー　紺の魂燃やせ ● ●●＊＊●●　●オイ！　● ●●＊＊●●　●オイ！

愛する鹿児島 (我らの愛する鹿児島　オイ　オイオイオイオイ) 桜島 燃えて上がるはオハラハー　桜島　丸に十の字の帆を立て薩摩の風が吹く

オー鹿児島　我らの愛する鹿児島　オイ　オイオイオイオイ ワッショイワッショイ　オーオーオオ　オーオーオオ　オーオーオオ―オー　×3

オー鹿児島　我らの愛する鹿児島　オイ　オイオイオイオイ ワッショイワッショイ　オーオーオオ　オーオーオオ　オーオオオオオ―

鹿児島！鹿児島！鹿児島！！！　　

勝利の宴へべれけ (せーの)(行こうぜ鹿児島)　　闘志たぎらせ踊れ暴れ　灼熱の鹿児島

闘志たぎらせ踊れ暴れ　鹿児島はここから

ラーララ　ラーララ　鹿児島　俺たちの鹿児島

ラーララ　ラーララ　ラーララララララ　行こうぜ鹿児島

♪ジ・エンタ-テイナ-/ジョプリン

♪KURENAIROMANN/ARTS ♪Kemkraft400/ゾンビネーション

♪Pop Goes The World/Men Without Hats ♪桜島/長渕剛

♪へべれけ宣言/C＆K

鹿児島ユナイテッドFC 2018チームチャント

♪シルエットロマンス/大橋純子 ♪GO HEY YA/LOBO ISMAIL

♪パリのカーニバル/Ｄａrio G

♪アイデンティティ/サカナクション ♪Go! Ska Go!/ARTS

♪追憶のマーメイド/THE　YELLOW　MONJEY

♪Estoy Hecho Un Demonio/Safari ♪恋はカラフル/Seven Colors

♪Why Dont you get a job /offspring ●●**●****チェスト！オオーー鹿児島ユナイテッド　 ♪Hot stuff/Donna Summer

♪Ultras　Thailand

★は2018年の新チャント！ 
●…タン   ＊…タ 

( )…コールリーダーの歌いだし部分 リピートなし 



1.山岡　哲也　 哲也　山岡哲也　お前のハートで止めてくれ　哲也　山岡哲也　お前の両手で止めてくれ 17.中原  優生 行くぞ優生　魅せろ優生　阿久根の星だ　輝けアレアレ

コール：コテツ ♪爪爪爪/マキシマムザホルモン コール：ユウセイ ♪梅雨明け宣言/C＆Ｋ

3.谷口  功 イ・サ・オ　アレアレアレ　イ・サ・オ　アレアレアレ 18.野嶽  惇也 野嶽惇也ラララララーラ　野嶽惇也ラララララーラ　野嶽惇也ララーラーララーラーラー

イサオ ♪La Copa de la Vide/Ricky Martin ノダケ ♪君の瞳に恋してる/Boys Town Gang

4.黒木　恭平 黒木恭平　アレアレオー　黒木恭平　アレアレオー　恭平(ヘイ！ヘイヘイヘイ！) 19.キリノ オー　キリノー　キリノ　キリノ　キリノ　ゲットゴール！

クロキ ♪ウィーアー！/きただにひろし キリノ ♪LE LE OH BRASIL！

5.平出　涼 ひらいで　オオオ　ラーラーラーラ　ラララーラ 21.岩崎  知瑳 オーオー岩崎知瑳　×3　　守れゴール カズサ

ヒライデ ♪公文CM曲 カズサ  ♪What Happened To You/The Offspring

6.田中  秀人 田中秀人　田中秀人　田中　田中　田中　田中　田中秀人 22.吉井  孝輔 Yeah!Yeah!Yeah! 吉井　Yeah!Yeah!Yeah! 孝輔

シュウト ♪ポパイ・ザ・セーラーマン ヨシイ ♪Yeah!Yeah!Yeah! /androp

7.赤尾  公 バーモバーモバモ　赤尾　バーモバーモバモ赤尾　赤尾　アキラー 23.水本  勝成 オー水本　オー勝成　ラララーラララーラララーラララ　キバレ水本勝成　　　

アカオ ミズモト ♪Les Champs Elysees/Joe dassin

8.永畑  祐樹 永畑オーオ祐樹　永畑オーオー祐樹　×2　オーレー 24.松下  年宏 松下GO 年宏GO ラーラーラ ラーラーラ  ビューティフルゴール

ナガハタ ♪涙のリクエスト/チェッカーズ マツシタ ♪夢叶う/モンゴル800

9.アレックス アレ　アレ　アレックス　アレックスゴール　×2　　アレオ！　アレオ！　アレックスゴール 25.角野  翔汰 角野翔汰レッツゴー　走れ角野翔汰　走れ角野翔汰

アレックス ♪タマホームCM/キュウソネコカミ カドノ ♪I Fought the Law/The Clash

10.阪本　将基 阪本将基 NaNaNaNaNaNaNa　ここで輝け将基　アレアレオ　アレアレオ　アレアレオ 26.田中　奏一 アーレアレアレ　奏一　アーレアレアレ　奏一

マサキ ♪人にやさしく/THE BLUE HEARTS ソウイチ ♪シェリーにくちづけ/Michel Polnareff

11.五領  淳樹 五領淳樹　見せつけろゴラッソ　五領淳樹　見せつけろゴラッソ 27.冨成  慎司 トミートミー　俺たちと　走り抜けろトミー

ジュンキ ♪ダンソン/バンビーノ トミナリ ♪ジェニー/THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

13.アン・ジュンス オーオーオーオオ　アンジュンス　オーオーオーオオ 30.萱沼　優聖 萱沼優聖ゲットゴール　萱沼優聖ゲットゴール　俺たちの萱沼は　何度でもゴール

ジュンス ♪Wavin'Flag/K'NAAN カヤヌマ ♪ガラガラヘビがやってくる/とんねるず

14.西岡  謙太 西岡謙太ラーラーラーラーラー　西岡謙太ラーラーラーラーラー 33.田上  裕 タノウエユタカx3 誰も止められない　タノウエユタカx2 もうどうにも止まらない　　

ニシオカ ♪シャナナ/MINMI ユタカ ♪どうにも止まらない/山本リンダ

15.藤澤　典隆 ふじさわー　のりのりのりたか　ふじさわー　のりのりのりたか　×2　　GO 38.中原　秀人 中原秀人　ゴー　行くぞ秀人　中原秀人　レディゴー

フジサワ ♪リンダリンダ/THE BLUE HEARTS ナカハラ シュウト ♪We're Not Gonna Take It/Twisted Sister

16.川森  有真 オーレ　へイ！　川森有真　×3　　イェーイ！

カワモリ ♪SCARY/THE MAD CAPSULE MARKETS

鹿児島ユナイテッドFC 2018選手チャント 鹿児島ユナイテッドFCは全選手のチャントがあるよ★ 


