
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

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

★ラッシュ３ ★突き抜けろ ウォオオ　オオオ　カゴシマ ×３　突き抜けろ! ♪野望なき野郎どもへ/東京スカパラダイスオーケストラ

チャンステーマ1 ●●●＊ラララ鹿児島ゲットゴール　×2　　ララララ　勝利をつかみとれ　　　 ♪KURENAIROMAN/ARTS チャンステーマ3 ラララ　ラーラーララララ　鹿児島ゴール　ラララ　ラーラーララララ　ゴーゲットゴール

チャンステーマ2 オオオオオ　オオオオオオオオ　オオオオ　か・ご・し・ま ♪Kemkraft400/ゾンビネーション ♪DOWN BEAT STOMP/東京スカパラダイスオーケストラ 

 　　鹿児島オーレ ディフェンスコール ユナイテッド●●●　ユナイテッド●●●  ※●●●はキーパー名　　　イズモリ or マツヤマ or オオウチ

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　ANTHEM アーレオーレ　アーレ―オーレアーレ×３ 　鹿児島と叶えようこの歌声で　 ♪パリのカーニバル/Dario G 

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) 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

オーオオオーオ　オオオ　オーオ　オーオーオーオーオオオオー 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

オーオオオーオ　オオオ　オーオ　オーオーオーオー鹿児島　×2 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―

オイオイオイオイ●●●●　オイオイオイオイ●●●● ♪アイデンティティ/サカナクション 鹿児島!鹿児島!鹿児島!!!　　 ♪桜島/⾧渕剛 

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 ♪追憶のマーメイド/THE　YELLOW　MONJEY 

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

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

アレオ鹿児島 さあ行こうぜ鹿児島　俺たちと共に　 オブラディオブラダ アレアレアレアレユナイテッド　アレアレアレアレオ

恐れることはないさ　俺たちついてる アレアレアレアレユナイテッド　オオオ　オオオオ　オオオオオ

アレオ　アレオ　鹿児島　鹿児島ユナイテッド ×2 ♪Why Dont you get a job /offspring オオオ　オオオ　オオオーオ　鹿児島ユナイテッド　×2 ♪オブラディオブラダ/ビートルズ 

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　　 ♪Ultras　Thailand 気持ち一つに声を合わせて行くぞ我ら鹿児島　 ♪ジ・エンタ-テイナ-/ジョプリン 

新しい時代 (新しい時代を切りひらけ) GO HEY YA (● ●●＊＊●●　●オイ!　● ●●＊＊●●　●オイ!)

オーオオオオオ―　鹿児島の誇りを胸に抱き　 オー鹿児島　俺たちの鹿児島　オオオオ ×2

オーオオオオオ―　新しい時代を切りひらけ ♪Go! Ska Go!/ARTS ● ●●＊＊●●　●オイ!　● ●●＊＊●●　●オイ! ♪GO HEY YA/LOBO ISMAIL 

勝利の宴へべれけ (行こうぜ鹿児島) 闘志たぎらせ踊れ暴れ　灼熱の鹿児島　　 Hot　Stuff (●●＊＊●　鹿児島ユナイテッド）

闘志たぎらせ踊れ暴れ　鹿児島はここから 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　

ラーララ　ラーララ　鹿児島　俺たちの鹿児島 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!

ラーララ　ラーララ　ラーララ　ララララ　行こうぜ鹿児島 ●●**●****チェスト!オオーーチェスト

♪へべれけ宣言/C＆K ●●**●****チェスト!オオーー鹿児島ユナイテッド　 ♪Hot stuff/Donna Summer 

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) ザ・ナイツ オーオ　オオオオオー　オオオオーオ　オーオ　オオー

オー鹿児島　我らの愛する鹿児島　オイ　オイオイオイオイ 俺たちの夢乗せて　闘え鹿児島

オー鹿児島　我らの愛する鹿児島　オイ　オイオイオイオイ ♪Pop Goes The World/Men Without Hats ♪ザ・ナイツ/Aviici

★Stockholm

オー　オオオオ　オオオオ　アレユナイテッド　×２　　　　　　　　 ♪AIK Stockholm chant

　　鹿児島ユナイテッドFC 2023チームチャント

鹿児島オーレ　鹿児島オーレ　鹿児島オーレ　オーレ　

● ● ●  ●● ×２　● ● ●  ●●●カゴ シ マ!

鹿児島　オイ●●＊＊　オイ●●＊＊　オイ●●＊＊

ラ　ララララ　ララララ　ラララ　ラーラー　×２

●…タン ＊…タ

( )…コールリーダーの歌いだし部分 リピートなし★…新ﾁｬﾝﾄ



1.泉森 涼太  オーオオ　泉森涼太　×２　　オーオオ　イズモリ　リョーウータ 20.圓道 将良  オー　マサヨシー　マサヨシー　燃えろ　燃えろ　マサヨシー

イズモリ ♪サママ・フェスティバル!／Mrs. GREEN APPLE マサヨシ ♪ダンス天国　/ ウォーカーブラザーズ 

３.ウェズレイ  ウェーズレイ　イェー　イェオ　×４ ★22.堀江 貴大  ホリエ! 戦え! stand by me  ホリエ!　×３

ウェズレイ ♪ FLY AGAIN / MAN WITH A MISSION タカヒロ  ♪Angel/氷室京介　

4.広瀬 健太  ヒロセ　ケーンタ　ヒロセ　ケーンタ　　俺たーちと　どこまーでも 23.岡本 將成  ショウセイ　ショウセイ　岡本 將成　ショウセイ　ショウセイ　岡本 將成

ヒロセ ♪きらり / 藤井風 ショウセイ ♪サーカス / 布袋寅泰  

5.薩川 淳貴  サツカワアツキ　突っ走れ　鹿児島の勝利のため　サツカワアツキ　突っ走れ　俺たちと共に戦おう ★24.藤本 憲明  GO!GO!フジモト　×３　ノリアキ ダッシュ!

アツキ ♪終わらない歌　/ THE BLUE HEARTS フジモト ♪おれはグレートマジンガー/水木一郎  

6.渡邉 英祐  オー　ワタナベ　エイスケ　×３　　ウーッ‼‼　ワタナベ　エイスケ 25.端戸 仁  オー　ハナトー　　ハナトー　ハナトー　ハナトー　ジ!ン!

エイスケ ♪オレメカ / THE HIGH-LOWS ﾊﾅﾄ ♪Lé Lé Oh Brasil! 

★7.千布 一輝  アレ　アレ　チブ カズキ　俺たちの　チブ カズキ 27.山口 卓己  タクミ　オー タクミ　　ヤマグチ　タークミ

カズキ ♪気になる女の子/メッセンジャーズ　 タクミ ♪Buffalo soldier / Bob Marley 

９.有田 光希 　バモバモス　アリター　バモバモス　アリター　　鹿児島のー　ゴレアドール ★28.戸根 一誓  戦え　イッセイ　トネ イッセイ　魂 こめて　トネ イッセイ

アリタ トネイッセイ ♪恐喝～kyokatsu～/マキシマム ザ ホルモン　

10.ロメロ  ララララララララ　ロメロ　×３　アレアレー　フランクー 30.木村 祐志  キムラ　ユウジー　キムラ　ユウジー　鹿児島のハート　キム兄ィ

ロメロ キムラ ♪FIRE GROUND / Official髭男dism 

11.五領 淳樹  ゴリョウ!　ジューンキ!‼　魅せつけろゴラッソ!! ★31.大内 一生  ララララ　ララララ　オオウチ　イッセイ　我らの守護神　オオウチ　イッセイ

ジュンキ ♪ダンソン/バンビーノ オオウチ ♪ ビューティフル・ネーム/ゴダイゴ 

★13.松山 健太  オー　マツヤマ ケンタ　その手で　沸かせよ　オー　マツヤマ ケンタ　俺たちの　守護神 ★34.鈴木 翔大  ウォー オーオ　オーオーオー　 鈴木 翔大 ×２　 ウォー オーオ　オーオーオー走り抜ける　炎になれ

マツヤマ ♪KISS ME/氷室 京介 ショウタ ♪叫び/野猿　

14.野嶽 寛也  オー　ノーダーケー　ヒーロヤー　ヒーロヤー　ヒーロヤー 35.中原 秀人  中原秀人　ゴー　行くぞ秀人　中原秀人　レディゴー

ヒロヤ ♪CAN'T GIVE YOU ANYTHING/ザ・スタイリスティクス ナカハラ シュウト ♪We're Not Gonna Take It/Twisted Sister 

16.木戸 雄斗  キ　デ　ユウト　オオオ　　ララーラーラ　ラララーラ 36.米澤 令衣  レイ ゴール! レイ ゴール! 米澤 レイ ゴール wow oh

キーデ ♪公文cm曲 ヨネザワ ♪database/MAN WITH A MISSION 

17.星 広太  星 広太　ラララ　星 広太　ホシー（コウタ!）　ホシー（コウタ!）　コウター! ★39.河辺 駿太朗   駿太郎　 駿太郎　マッハ GO GO GO!

ホシ　コウタ ♪going my way / 宮本浩次 カワベ ♪マッハゴー・ゴー・ゴー/ボーカル・ショップ　

18.福田 望久斗  アーレアレアレ　ミクト　　アーレアレアレ　ミクト ★46.武 星弥  ラーラーラ　ラーラーラ　星弥　オーオオ　ララララ　武 星弥ゴール

ミクト ♪シェリーに口づけ　/ Michel Polnareff セイヤ ♪What Makes You Beautiful/ワン・ダイレクション　

19.山本 駿亮 （行くぞヤマモト　シュンスケ）YA YA YA　YA YA YA　ヤマモト　YA YA YA  YA YA YA　シュンスケ ★大嶽直人  オオタケ ユナイテッド

ヤマモト 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♪WAVE / 湘南乃風  

　  鹿児島ユナイテッドFC 2023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　♪♪　　★→新ﾁｬﾝﾄ


