
＊印は⼿拍⼦

我らとともに （I'm Gonna Knock On Your Door / Eddie Hodges） Vamos Vamos Gaina
⼼ひとつに ＊＊ 闘え ＊＊ 誇りをかけて ＊＊＊ バモ・バモス・ガイナー バモ・バモス・ガイナー
☆ラララララーララ ラララーラララ 我らとともに ガイナーレ ガイナーレ

⿃男（選⼿⼊場のテーマ）（弱男 / ガガガSP） ☆印ではジャンプ！

⾏けよ男達 今⽇も勝利を⽬指し Can't Take My Eyes Off You
不屈の闘志で突き進め 我らのガイナーレ ともに⾏こうぜ （⼀等賞 / ザ・チャレンジ） バ・モ・ス・ガイナー ラララララーラ
熱き願い込めて 気合で叫ぶんだ 熱く 熱く 燃え上がれ ⾛れ ⾛れ 振り向くなよ バモス・ガイナー ラララララーラ
いつも俺達がついてるさ 共に闘おう ガイナーレ ガイナーレ ともに⾏こうぜ バモス・ガイナー ララーラーララーラ

Unity （Unity Moves the World / Potshot） Picnic Ole Ole
ガイナーレ ガイナーレ 俺達と共に勝利へ 全⼒で⾏こうぜ 勝利を信じて ⿃取の戦⼠よ 我らの誇り オレオレオレオレオレ オレオレオレオレオレ

攻めろ ⽻ばたけ ゴール⽬指して オイ！オイ！オイ！オイ！ オレオレオレ ＊＊ オレオレオレ ＊＊
緑の勇者達 （茜空 / Mega Stopper） ララララ・ガイナーレ ララ・ララララ・ガイナーレ オレオレオレオレオレ
闘え 緑の勇者達 熱い気持ち⾒せて⾏こうぜ さあ歌声合わせよ 俺らがついてる 今⽇も勝利だ 俺達のガイナーレ ⼭陰の誇り
何も恐れず 勝利を信じ 俺らと共に⾛り続けよう 共に⾏こう ＊＊ 勝利⽬指し ＊＊ 

Bella Ciao どこまでも突き進め
燃える魂 （Across the Chance / Totalfat） ⿃取 声上げろ オオオオ オオオ オオオ・オ・オ
（さあ）⽴ち上がれ 戦⼠達 ⼒の限り闘え ⿃取 ⾶び跳ねろ オオオオーオーオーオーオ
⾒せてやれ 熱く燃えるその魂

Vamos Tottori 最強守護神 （Mr. Swallow / Snail Ramp）
いざ⾏け （Tramp! Tramp! Tramp! / アメリカ軍歌） オー バモ⿃取 ⿃取 ⿃取 バモ⿃取 俺らのぬりかべ 最強守護神
いざ⾏けガイナーレ 全てをかけて その⼿で導け 勝利へと
勝利をめざし 闘う雄姿 俺達を熱くさせる Gainare Ole
☆オー オオオオオーオ オー オオオオオー ガイナー・オーレー ガイナー・オーレー
ラララララララ ラララララララ ガイナー・オーレ オーレー
ラララララララララララ ぶちかませ （PUNK DE LUMBA / ニューロティカ）

☆「オー…」で拳を突き上げ勇ましく！ Allez a Gainare 奴らのゴールにぶちかませ
アーレーアーレー アレ・ア・ガイナーレ 魂込めて オイ！オイ！オイオイ！

Oh Tottori （Wanderer / ARTS） アレ・ア・ガイナーレ アレ・ア・ガイナーレ・エーエ
★オーオーオーオ オオオオ オーオーオーオ チャンステーマ１ （声が届くまで / Kumachi）
 オーオーオーオ オオオオ オーオーオーオ Green Green ゲット・ゲット・ゴール ⾏こうぜ⿃取
（★印くりかえし） （ガ・イナ・アレアレ！） ゲット・ゲット・ゴール 決めろよ⿃取
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊（オイ！） オッオーオ オオッオッオーオ レッツゴー・ガイナー（×２） ゲット・ゲット・ゴール 我らのガイナーレ
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊（オオ… ⿃取！）

Yellow Submarine チャンステーマ３ （Go West / Village People）
勝利を引き寄せろ （グローリー・グローリー / ザ50回転ズ） アレアレ ⿃取 フォルツァ・ガイナー アレアレ（×２） ゲットゴール オオオオオ ゲットゴール オオオオオ
オーレ オーレ オーレ 闘う友よ フォルツァ⿃取 ガイナーレ ガイナーレ ガイナーレ（×２） ゲットゴール オオオオオ ゲットゴール オオオオオ
声の限りに歌おう 勝利を引き寄せろ

チャンスのテーマ

ゴールキーパーのテーマ
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SUPPORTERS' CHANTS



15 ⽯井 光輝 イシイ ＊＊＊ 40 ⽚岡 洋介 カタオカ ＊＊＊
カタオカ ヨウスケ カタオカ ヨウスケ

16 池ヶ⾕ 颯⽃ イ・ケ・ガヤ （KILLER / ザ50回転ズ）
GK共通コール イケガヤ イケガヤ イケガヤ オーオーオーオ
ぬりかべ○○ オ・オ・オ ぬりかべ○○ オ・オオオ （Blah Blah Blah / SiM） 48 前⽥ 俊介 マエダ・シュンスケ ＊ ＊ ＊＊＊

決めてやれ ゲットゴール マエダシュンスケ
２ 稲森 克尚 イナモリ ＊＊＊ 17 加藤 潤也 カトウ ＊＊＊ 魅せろよ その技で マエダシュンスケ
男みせろ オオ イナモリ カトウジュンヤ ララララララ 駆け抜けてゆけ （恐喝 〜Kyokatsu〜 / マキシマムザホルモン）
（愛をからだに吹き込んで / Superfly） カトウジュンヤ ララララララ ゴール撃ち抜け

（春の歌 / スピッツ）
３ 内⼭ 裕貴 ウチヤマ ＊＊＊
ウチヤマ ウチヤマ オオオオオオ ウチヤマ 18 沼  ⼤希 ヌ・マ・ダイキ！ ヌマダイキ！
（Road of Resistance / BABYMETAL） Grande

19 ⻲島  周 カメシマ ＊＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊
４ 秋⼭ 貴嗣 アキヤマ ＊＊＊ グランデ・トットリ・ガーイナーレ
オオ アキヤマタカシ オオ アキヤマタカシ 20 岩元 颯オリビエ オリ！ オリ！ オリビエ！
（Heaven Is The Place On Earth / Belinda Carlisle） I Will Follow Him

21 井上 亮太 リョウタ ＊＊＊ ガイナーレ ガイナーレ ガイナーレ オオオオ
６ ⽯神 幸征 コウセイ ＊＊＊ ⿃取 ⿃取 ⿃取 オオオオ
イシガミコウセイ イシガミコウセイ 23 井上 黎⽣⼈ リキト ＊＊＊ ガイナーレ ガイナーレ ガイナーレ オオオオ
（きらきら武⼠ / レキシ） ⿃取 ⿃取 ⿃取

24 ⻄嶋 有⽮ ニシジマ ＊＊＊ オオオオオオー オオオオオオー
７ 廣⽥ 隆治 ヒロタ ＊＊＊ オオオオオオー オオオオオオー オオオオ
⽻ばたけヒロタリュウジ 勝利に導け 25 曽我 ⼤地 ソガダイチ ☆全員で肩を組み「勝利のラインダンス」を！
（恋のメガラバ / マキシマムザホルモン）

26 磯江 太勢 イソエ ＊＊＊ ふるさと
８ 河合 秀⼈ カワイ ＊＊＊ 童謡「ふるさと」のメロディーにのせて
オ・オー カワイシュウト オ・オ・オ・オーオ 27 畑中 槙⼈ マキト ＊＊＊ 「ララララーララ ララララ…」と歌います。
（Living In My Skin / HEY-SMITH） 郷⼟のチームをたたえて、郷⼟の誇りを胸に、

28 ⼭道 淳司 ヤマミチ ＊＊＊ スタジアム中で⼤合唱を響かせましょう！
９ ⿊津  勝 クロツマ・サ・ル Yeah Yeah Yeah Yeah 闘え ヤマミチ
ララララ ララララ クロツマサル （CHANGE / CREAM）
ララララ ララララ クロツマサル
（下を向いて帰ろう / ⾵男塾） 29 ⼭本  蓮 ヤマモト ＊＊＊

アレアレアレ ヤマモトレン アレアレアレ ヤマモトレン …2017年新曲・コール
11 原⼝ 拓⼈ ハラグチ ＊＊＊ アレアレアレ ヤマモトレン キミは君らしく
お前が勝利を決めてやれ ハラグチタクト ラララララ （僕らしさ君らしさ / 藍坊主）
（始まってんぞ / セックスマシーン）

31 細⽥ 歩夢 ホソダ ＊＊＊ 応援歌の試聴、
13 林  誠道 ハヤシ ＊＊＊ その他お知らせ等々は…
ハヤシ オーオオーオーオ 33 杉本 拓也 スギモト ＊＊＊
（One Step Beyond / Madness） http://asas.crayonsite.net/
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選⼿コール・応援歌

勝利のコール・応援歌


