九国大付サッカー部 応援歌

「九国 コールでラララララ ラララララララララー ラララララララララー
ラララ ラララ 九国コールでラララララ」

サッカー部の応援をしてくださって大変ありがとうございます。
応援団の声に合わせて一緒に大きな声で応援をお願いします！！
No.1

○試合開始前その① (タオルを広げる)
・付属の勇者達

○ 盛り上がっている時

「(ラララー ララララララー)九国大付の 選ばれし者達よ 勝利を掴もうぜ
みんなで分かち合おう

これから全国へ 連れてーてくれないか

・波乗り
「のってけ のってけ のってけ てけてけ 波に 波に 波に のれのれ、

付属の勇者達 信じているからね まだまだ 終わらない 九国の物語

のってけ のってけ のってけ てけてけ 九国イレブン」×2

みんなで熱くなり みんなであばれよう
ラララーラララララーララララーララララララーラララーラララララー
ララララーララララララー」

○ 通常時
１

○試合開始前その② (タオルを広げる)
・

瀬戸内
「（さあ行きましょー）さあ行きましょー（さあ行きましょうー！）さあ行きましょうー！

叫ばずにはいられない

（九国最強！）九国最強！（九国最強！）九国最強！」

「叫ばずにはいられない 九国への愛を歌う

オレオレオレオレオレー オレオレオレオレオレー×２

この歌よ君に届け 共に闘うために
叫ばずにはいられない 九国への愛を歌う オレンジと紺の勇者

２

俺たちの町の誇り(だから)どんな時もここに集い 九国への愛を歌う

We are orange
「愛してるぜ We are orange 気持ちこめて歌うのさ 我らの誇り 九国 さあ行こうぜ」×２

この歌よ君に届け 共に闘うために」
○ 得点時・ファインプレー時

３

・○○ゴール ラララ ラーラーラ×２ ○○ゴール ララーラーララ ラーラー

九国の心
「九国の心 魂に響かせろ この歌 勝利を信じ共に進もう 誇りを胸に」

・良い男 良い男 ほんとに○○ 良い男
○選手交代の時

４

SEE-OFF

・退場する選手に対して「お疲れ○○、お疲れ○○」(繰り返し)

(叫ぶおばかと)オーッオーッイ(叫ばぬおばか) オーッオーッイ

・入場する選手に対して「○○ カモン カモン カモン」(繰り返し)

(同じばかなら)叫ばな！叫べ！ 歌えー

※○○は選手名

「止まらねぇ 俺たち九国 暴れろ 荒れ狂えー

○テンションが低い時
・(もっとテンション上げてこぜ)

ラララーララーラララー 叫べ 歌えー」
もっとテンション上げてこぜ

やったらえーよ やったらえーよ えーよ やったらえーよ
○勝利した時
・勝利のラララ

５

バモス
「バモース 九国イレブン我らといつも共に」(繰り返し)

６ ドカンと一発
「ドカンと一発やってみよう～ ○○ゴールをうちやぶれ～

15

ドカンと一発やってみよう～ ○○ゴールをうちやぶれ～」 ○○は対戦相手
７

このまま勝利へ 導いてくれないか 付属の勇者たち 信じているからね～

付属の男なら

16

「付属の男なら 気持ちを見せろ 恐れることはない さあ、行こうぜ！！」(繰り返し)
８ アビスパ福岡のパターン

金森
オーエーオー 九国大付よぉ～ オーエーオー

17

「九国イレブン 我らの全て 誰も止められない 愛する気持ち」
９

付属の勇者たち

九国大付よぉ～ (繰り返し)

付属ゴール 見たいな見たいな オーオオオ決めてくれよ
見たいな 見たいな ゴールへ

無敵オレンジ

18

「さあ行け無敵オレンジ いつも俺達がついてるぜ 付属魂 見せてやれ」

レッツゴー大付
「（大付オレオレ）オッオーオオオオーレッツゴー大付―（大付オレオレ）
オッオーオオオオ―レッツゴー大付― 攻め出したら止まらない それが大付のスタイル

10

熱い歌

オッオーオオオオ―レッツゴー大付」

「さあ声を出し とびはねろ 熱い歌で 俺らいい奴らのためにも九国勝たせようぜ」
(繰り返し)

19

いざゆけ大付
「（いざゆけ大付）オーオ大付 オーオ大付 勝利をつかもうぜ いざゆけ大付」×２

11

どんなに苦しい時でも

俺たちがいつもいる

ラ～ララララ～ラ いつも俺たちは歌う
福岡 俺たちはここで生まれ

20

九国 俺たちはここで育った

ガマンできない
「（ガマンできないー）熱いプレーで 俺たちを揺らせ もおじらさないで
ガマンできない」×２

12

さぁ いこうぜ どこまでも 走り出せ 走り出せ
輝け 俺たちの誇り 福岡 九国 オオオー オー

オオオー オー

21

やべっち
「声を出せ 手を叩け 九国の誇りを胸に 声を出せ 手を叩け 九国の誇りを胸に」×２

13

マイノリティ
「
（オーレオレオレ九国）オーレオレオレ九国（オーレオレオレ九国）オーレオレオレ九国

22

さあ立てよ 共に行こう 今日の勝利を掴もうぜ さあ立てよ 共に歌おう」

大脱走
「（ララーラララーララー）（大付！）Here we go 九国大付 ララーラララララララー
Here we go 九国大付 ララーラララーララー（大付！）×２

14 オーMy 大付
オーマイ大付 聞こえているか 俺ら～の気持ちと歌い声
オーマイ大付 勝利してくれ 俺ら～の力で
走れ 走れ 明日のために さわげ さわげ 勝利のために

23

染めておくれ
「九国 九国 ゴール叩き込め オレンジ色に染めろこのスタジアム オオオー」×２

24

Welcome

「付属付属アレアレ闘う時が来た 付属付属アレアレ魅せてやろうぜ今

「○○高校 かかってこいや Wecome Welcome Welcome Welcome Welcome ○○高校
かかってこいや」

オーオオオオ さあみんな歌え俺たちの声で オーオオオオさあみんな歌え付属を動かせ」

※○○は対戦相手
33 気持ちよくなれる
「これから始まる 俺たちの歌で ゴールが決まれば気持ちよくなれる

25 for 九国
(Let‘s go 九国)

ラーラララ この気持ち止まらない ラーラララ 気持ちをみせてくれ」
Let‘s go 九国×２

for 九国×２ ハート燃えつくし

34 九国スタイル

for 九国×２ 我ら誇り高く さぁ 心の叫びとーどけよ 求めるものは栄光の為

「闘え九国 勝利を信じて 魅せろゴール貫けよ 九国スタイル」

for 九国×２ こだま鳴り響くまで
35 オレンジ勇者
26 俺達と共に！！

「共に走れ 闘え大付 勝利目指し オレンジ勇者 バモス

九国大付 オー 行くぞ大付 俺達と共に Let‘s go
36 思いは一つ
27 俺たちが枝光

「オーオーオー 九国大付 オーオオーオー

「俺たちが枝光 熱く燃える この気持ち 届くまで 歌い続ける」
28

大付が好きだから

オーオーオー 九国大付 オーオオーオー
37

どんな時でも 俺たちはここにいる 愛を込めて叫ぶ

俺たちの思いは一つ
さあ行こう 共に駆け上がろう」

熱くなれ大付
「熱くなれ大付 巻き起こせ大付 君のすぐそばで歌う」

大付が好きだからー
29 いけいけ大付
さぁいけいけ大付 全国へはばたけ 俺たちついている～
勝利を掴みとれ アレアレアレオ アレアレアレオ アレアレアレアレオー
30 オレンジの戦士達
「オーレーーンージの戦士達 俺たちが望むもの～
九国の勝利だけ 九国の勝利だけ～」
31 九州の誇り
「勝利のために ただ突き進む 我ら九国 九州の誇り」
32 付属付属アレアレ

38

パワートゥーザ大付
「パワートゥーザ大付×３ パワートゥーザ大付

ライド」

