TOKUSHIMA VORTIS SUPPORTER'S SONG 2014

『我らの魂、徳島の誇りと共に』

誇り高き 我ら｢ＣＨＡＯＳ ＣＵＲＶＡ｣の熱い想いは止まらない。
青と緑の戦士達よ。 歌い、共に闘え。 そして勝利を掴み取ろう！
【2014新チャント】(リバイバル・変更を含む)
♪ 「四国で一番（仮）」
その背中に その気持ちに 俺たちは熱くなる
大声で 叫びたい ヴォルティス ヴォルティス ヴォルティス
四国で 一番 俺たちが一番さ
フォルツァ ヴォルティス フォルツァ ヴォルティス
ヴォルティス ヴォルティス ヴォルティス
♪ 「生きる（仮）」
青と緑 徳島 青と緑 ヴォルティス
青と緑 俺らは このために生きている

［太鼓なし］

♪ 「Ａ．Ｃ．Ｌ．(仮)」
響かせろ 俺らの声を 動かせ 俺らの声で
ララララララララ ララララ ララララララ さあ行こうぜ

♪ 「Ｌａ

ＮＡＲＵＴＯ」

なるとーの渦のようーにー つーよくはげしーく たたーかえー
なるとーの渦のようーにー つーよくはげしーく たたーかえー
ｏｈ～
ヴォルティス アレアレオー ヴォルティス アレアレオー
ヴォルティス アレオ アレアレオー オー
ヴォルティス アレアレオー ヴォルティス アレアレオー
ヴォルティス アレオ アレアレオー
♪ 「立ち向かえ」
立ち向かえ戦士たち 俺たちが望むもの ［拳を上げて］
徳島のゴールだけ 徳島の勝利だけ
oh～・・・
［前半は拳を上げる、「ｏｈ～」で手拍子］

【チームチャント】

♪ 「Ａｒｔｓ」
ｏｈ～・・・ （Ｌａ ト・ク・シ・マ！）
（※「ｏｈ～・・・」の部分はタオルマフラーを回す）

♪ 「われらのすべて」
最後まで共に戦おう おおヴォルティス 我らのすべて
最後まで共に戦おう 徳島に勝利を 勝利を (●●●)

♪ 「ロクセット」
徳島の 誇りを持ち 熱くなれ カオスクルヴァ
俺たちの夢のために （オイ！ オイ！ オイ・オイ！）

♪ 「第九」
oh～・・・
(※太鼓のテンポアップで、タオルマフラー等で「渦」を！)

♪ 「勝利のために」
全てはゴールのために 全ては勝利のために
俺たちは歌う 戦えヴォルティス アレ
（２フレーズ目は全て「ｌａ・・・」で。歌詞と「ｌａ・・・」を交互に）
［１フレーズ目は太鼓で手拍子、２フレーズ目「ｌａ・・・」は跳ぶ］

♪ 「木星」（ジュピター）
進め 青と緑の 誇り持ち 勝利目指し行こう ララララーラーラー
(※選手入場時にタオルマフラー等を掲げて)
♪ 「コーヒー・ルンバ」
ｌａ～ ［太鼓で手拍子］ ｏｈ～ ［跳ぶ］
♪ 「エンターテイナー」
オオオオーオオーオオー フォルツァ VORTIS アーレー（2回）
♪ 「情熱」
勝利目指し 迷わず進め フォルツァ VORTIS アーレー
誰にも止められない 青緑の誇り ［拳を上げて］
抑えきれない赤は 俺たちの情熱 （×２）
♪ 「BRASIL」
徳島アレアレ 徳島アレアレ （繰り返し） ［太鼓で手拍子］
ヴォルティス ララララララララー ララララララララー
ララララララララー ヴォルティス
♪ 「ole ole ola」
オレオレオレオレオレオレオラ オレオレオレオレオレオレオラ
♪ 「Legend」（レジェンド）
oh～ 徳島ヴォルティス シャラララララ シャラララララ
フォルツァ ヴォルティス （×２） アレ アレ アレ アレ アレ アレ
フォルツァ ヴォルティス （×２） アレ アレ アレ アレ アレ アレ
［太鼓で手拍子］
【チームコール等】
※応援の基礎となる、とても大事なものです。
♪ 「Bandiera rossa」（バンディエラ ロッサ）
恥ずかしがらず、みんなが参加し、大きな声と手拍子で。
オオオ ヴォルティス 前へ進め 俺たちと共に行こう
それが、我らが戦士達の大きな、大きな支えになります！
オオオ ヴォルティス 前へ進め 勝利信じ 共に行こう
ｌａ・・・
♪ 徳島ヴォルティス（ドドンドドンドン）
［前半は太鼓で手拍子、後半「ｌａ・・・」は跳ぶ］
［太鼓に合わせて手拍子］
♪ 「commando verdi e blu」
俺たちが徳島 青と緑の戦士 歌い共に戦え 勝利をつかみ取れ
oh～・・・（2回）
［前半は太鼓で手拍子、後半「ｏｈ～・・・」は跳ぶ］
♪ 「徳島なら」
俺らを熱くさせる お前のその思い 背中で語れよ 徳島なら
ｏｈ～・・・ ｌａ～・・・
［前半は拳を上げる、「ｏｈ～」で跳ぶ、「ｌａ～」で手拍子］

♪ と・く・しま！［×５］
[太鼓で腕を上げる]
♪ （ドンドンドドドン ドドドドン） Vortis!
［太鼓に合わせて手拍子］
♪ オイ！ オイ！ オイ・オイ・オイ！ （状況により鉦を入れる）
[「オイ！」で腕を上げる]
♪ オイ！●・●・●● オイ！●・●・●● オイ●・●・●●
ト・ク・シ・マ！

TOKUSHIMA VORTIS SUPPORTER'S SONG 2014
【選手コール】
基本は太鼓に合わせ手拍子で「選手姓＋（ドンドンドン）」。
以下は例外。
３

アレックス
アレックス オーオー アレックス オーオー ［×２］

５

千代反田 充
ち・よ・たんだ ***（手拍子） ［×３］

９

ドウグラス
ドウグラス オレ ** ***（手拍子）

10

クレイトン・ドミンゲス [※2014・新]
クレイトン ●●●●(太鼓のみ) [×４]

11

津田 知宏
つーだ つーだ つーだ （ドドドン） [×３]

13

高崎 寛之
た・か・さき ［×５］

16

斉藤 大介
だいすけ ***（手拍子） ［×４］

19

キム・ジョンミン
キムジョンミン ***（手拍子） ［×４］

25

佐々木 一輝
いっき ***（手拍子） ［×４］

28

リ･ヨンジ
リ・ヨン・ジ *･**･*（手拍子） ［×３ ］

29

ソン・セファン [※2014・新]
ソンセファン ***（手拍子） ［×４］

【選手チャント】
１

松井 謙弥
ララララー まついけーんや ラララ ラララララララララー
ララララー まついけーんや ラララ ラララララララララー

３

アレックス
バモ アレックス オー バモ アレックス オー
ラーラララ ララｰラー
バモ アレックス オー バモ アレックス オー
ラーラ ラララララー

９

ドウグラス
バモス ドウグラス ララーララーラーラー
バモス ドウグラス ララーララーラーラー

10

クレイトン・ドミンゲス [2014・新]
クレーイトン クレーイトン
クーレイトン クーレイトン ドミーンーゲス （ハレルヤ・コーラス）

11

津田 知宏
つだ つだ つだ つだゴール
つだゴール つだゴール

13

高崎 寛之
たかさーき ゴール アレー たかさーき ゴール アレー
たかさーき ゴール ゴール ゴール アレー （オー）

17

衛藤 裕
えとうゆう ラーララーラ えとうゆう ラーララーラ

19

キム・ジョンミン
オー キムジョンミン ゴール
オー キムジョンミン ゴール

オー キムジョンミン ゴール
ジョンミンゴール アレアレ

20

大崎 淳矢
アーレー アーレー おおさきじゅんや
アーレー アーレー おおさきじゅんや

31

長谷川 徹
はせがわとおる アレアレアレ はせがわとおる アレアレアレ
はせがわとおる アレアレアレ とおる アレアレ

◎スタジアムに集う我々は、チームの一員として、応援という方法で共に戦うことができます。
徳島を愛する仲間と共に、スタンドを熱気とチームカラーに染め上げ、
腹の底からの大きな声や、頭上で響く手拍子、ボディアクションやフラッグで躍動感を出し、
チームを鼓舞する熱い気持ちを「行動」に変えて伝えていこう！
その熱意が、選手の「あと一歩」を生み出します。スタジアムで「戦う阿呆」になろう！
【サポーターのみんなへのお願い】
・サポーターズエリアでは、声出しや手拍子等がしやすいよう、できるだけ立って応援しような！
（けど、イスには上がったらあかんよ！）
・しっかり声を出して、元気に熱く応援したい人は、できるだけ真ん中の方に入れてあげてな！
・熱さも大事やけど、ここは公共の場やけん、みんなが気持ちよく応援できるように、少しずつ気を付けてあげてな！
（スタジアムに集う仲間がお互いにサポートし合えたら、ホンマにいい雰囲気になると思います！）
・大きな声を出す時には、あくびする時のように口を大きく開け、お腹の底から低めの声で！
（そうすれば、長く、大きな声を出せるし、のども痛めんですむけん！）
・手拍子はできるだけ高い位置で。見た目もきれいやし、音もピッチに届きやすくなるけん！
・試合後は、ゴミはちゃんと所定の場所へ捨ててな。このカードも持ち帰って再利用してくれたら嬉しいなぁ。
※ＡＷＡＳＯＵＬホームページから歌詞カードの電子ファイルを取れます。［URL］http://awasoul.com/
シーズン途中に新チャントが追加されたりする場合は、別途、ＷＥＢ等で周知のうえ、更新していきます。
（平成26年2月23日作成

歌詞カード ＶＯＬ・2）

