
『エンターテイナー』
  オー　オオー　オオー　オオー　オオオ　オオオオー　オオーオー
　オー　オオー　オオー　オオー　オオオ　オオオオー　オオーオー
  オオオ　オオオオー　オオオ　オオオオー フォルツァヴィッセル神戸オーレー

『響け神戸の街に』★頭上でマフラーを回す
  アーレー　アレアレー　アレアレアレアレ　神戸
　アーレー　アレアレー　アレアレアレアレ　神戸
  アーレー　アレアレー　アレアレアレアレ　神戸
　届け俺達の歌声　響け神戸の街に

『ブタベスト』

『The river Kwai march』
  行け　俺の神戸　勝て　俺の神戸　さあ闘え　フォルツァ神戸
　俺達がついてるぜ　ラーラララララ　　オ…
  ※歌詞部分は１コーラス目のみ。以後はオ…で

『勝利の為に』
　アーレ！　神戸アレ！　この歌よ響け
　  今、勝利のために　共に戦え、ULTRA！

『Lambada KOBE』★マフラーを頭上で回す
　ラーララララ　ラララララララララ　ラーララララ　ラララララララララ
　情熱のウルトラゴールで　俺達を酔わせろ神戸！
　勝利への歌を響かせ　俺達とトモニ行こうぜ！

『OLe!OLe!OLa!』★ジャンプアクション
  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！
　オー　フォルツァ神戸アレ　ラ　ラララララ！　ラ　ラララララ！

『KOBE AWAY MARCH（アウェイでのみ使用）』
　どこまでも行こうぜ　勝利を信じて
　熱き友の想い　胸に宿して
　行こう　勝利へ
　トモニ戦え ラーララ ララララ
　歌声響かせろ(KOBE!)　遠く神戸まで(KOBE!)
　さぁみんなで帰ろう　神戸に帰ろう
　勝利この手に(...Oi!)

『WE LOVE YOU』
　Weeeeeeee・・・・　※１回目のみ溜めてから歌いだす
　（片手を何度も突き上げて＆ハッキリ区切って歌う）
　We love you,  we love you,  we love you
　何処までも　(we) follow,  we follow,  we follow,
　オレタチが　 Kobe,  Kobe,  Kobe,
　ココロ１つに　トモニ　ユコウ!
　（手拍子＆テンポアップ）
　OHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO～ 　※We love you～へ

『Go West』
　アーレ 戦う友よ　　アーレ 愛する街よ
　アーレ 俺達は行く　アーレ 神戸ある限り

『神戸突撃行進曲』
　　(ジャンプ) 
　サァ　行け！　勝利目指し！
　誰も俺らを　止められない！
　サァ蹴散らそう！　どんなやつらも！
　WE ARE KOBE！　　WE ARE KOBE！　WE ARE KOBE！　
　　(拳を突き上げつつ)
　オー　オー　オオオーオーオ　オーオーオ　オー

『ノロシ』
　　(拳を突き上げつつ)
　俺たちの神戸　今こそ闘え！
　勝利を信じて　叫び飛び跳ねろ！
   　(ジャンプ) 
　ララララーラーララーラー
　ララララーラーララーラー
　ララララーラーララーラー
　ララララーラーララーラー
　※展開によってはラララ部分で大きく手拍子することがあります。
　手拍子(ラララ部分)の後はジャンプ（ラララ部分）に繋がります。

V.K.F.C TEAM  CHANTS

『ULTRA神戸魂』★ジャンプ＋手拍子 
  俺達はお前達のウルトラさ！　お前達のために歌うぜ
  俺達の歌声で　熱くなれ　神戸！　さあ勝て！勝て！勝て！神戸！
  ラララ…　オオオ…
  ※原曲・コーヒールンバ

で分部』オ『)KOもでれ揺て立くき大を体(プンャジで分部』ラ『※  
  手を大きく頭上に上げてゆっくり手拍子を！

『港行進曲』

  行け行け　行け神戸　共に闘え
  ※さあ行こうぜ　さあ行こうぜ　俺達の誇り　行け行け　行け神戸　共に闘え！
  ※繰り返し

『栄光への闘い』 
  俺達の神戸☆　アレ神戸☆　闘え神戸☆　アレ神戸☆
  フォルツァ神戸☆　アレ神戸☆
　栄光掴むため　闘おうぜ神戸　さあ俺達と共に突き進め
   神戸魂見せてやれ
　オー…
  ☆部分、コールリーダーとの掛け合いで

『E-facci un goal KOBE!!』 
  エーファッチュンゴール　フォツァーレ神戸ファッチュンゴール
  フォツァーレ神戸ファッチュンゴール　
  フォツァーレ神戸ファッチュンゴール　オーオ！

『ALE KOBE ALE!!』
　 オー　アレ神戸アレー　　アレ神戸アレー　アレ神戸アレー　アレ神戸アレー

『ALLEZ KOBE』
　 アーレー　コーベー　アーレー　コーベー　アーレー
　 オオオ　オオ　オオオ　オオ オオオ　オ　オオオー

【 神　戸　讃　歌　(原曲・愛の讃歌) 】
俺達のこの街に  お前が生まれたあの日  どんなことがあっても  忘れはしない
共に傷つき  共に立ち上がり  これからもずっと  歩んでゆこう
美しき港町  俺達は守りたい  命ある限り神戸を愛したい　 オ…

『ONE LOVE(20周年記念チャント)』
　(拳を突き上げつつ)
ウォーオ！胸に刻まれた　ウォーオ！白黒の灯(あかし)
ウォーオ！熱く奮わせる　ウォーオ！深紅の情熱
神戸ある限り
　(ジャンプ)
サァ行こうぜ　戦いの海原へ　俺達の船を出せ　ウォオーオー
勝利をこの手に　世界に輝け　愛する神戸ただヒトツ！

『Anchors Aweigh -KOBE-(錨をあげて)』
　(手拍子スローテンポ)
 ラーラララー　ラーララー
 ラーラララー　ラーララーラーラ
 ラーラララー　ラーララー
 Ale KOBE KOBE KOBE!
　(手拍子アップテンポ)
①錨をあげろ！　深紅の戦士たち！
   戦え　トモニー　Ale KOBE KOBE KOBE!
②荒波蹴散らし！　歌声を重ねろ！
   勝利へ進め！　Ale KOBE KOBE KOBE!
③ラーラララー　ラーララー
   ラーラララー　ラーララーラーラ
   ラーラララー　ラーララー
   Ale KOBE KOBE KOBE!　　※繰り返し①へ

山路を登りながら



V.K.F.C  PLAYERS CHANTS

『La　Marseillaize』
　俺達がついているぜ　港町の戦士達　さぁ闘志燃やせよ共に勝利掴もうぜ！
　　アーレー　アーレー　アーレー　神戸アレー　アーレー　アレアレー

『KOBE Warrior』 
  愛してる☆　お前達を☆　この思い☆　永遠さ☆
    ※ウィー　アー　神戸！ウィー　アー　神戸！ウィー　アー　神戸！
    ☆部分、コールリーダーとの掛け合いで　※部分、３回繰り返し

『KOBE　FACCI UN GOAL!!』 
  アーレ　アーレ　アレ　アーレオ！　アーレ　アーレ　アレ　アーレオ！
    フォルツァ神戸　ファッチュンゴール　フォルツァ神戸　ファッチュンゴル！

『チャンスチャント』★マフラーを頭上で回す(FK時などに使用) 
　オーオオオーオオ　オオオーオオ　オオオ
　神戸！（コー・べ！）

『イエローサブマリン』★フラッグを振る 
  フォルツァ神戸！☆　めんでまえ(対戦チーム)！☆
    フォルツァ神戸　アレアレアレ！☆　

『アレアレ　神戸アレ』 

  アレアレ神戸アレー　オーレーオ　アレアレ神戸アレー　オーレーオ
    アレアレ神戸アレー　アレ神戸アレー　オーレーオ

『コンバット』★言葉は早く短く歯切れよくコール
  ヴィッセル神戸　シアモ　ノイ！☆　神戸の力を見せてやれ！☆
　  俺達はここにいる☆　お前達のウルトラさ☆
　  ヴィッセル神戸　シアモ　ノイ！☆　(対戦チーム名)をぶっ潰せ！☆
    俺 達がついている☆　お前達のウルトラさ☆
    ☆部分、コールリーダーとの掛け合いで

『VIVA　KOBE』
  オーオー　ビバ神戸　ビバ神戸　ビバ神戸　オオオ　オオオ　オーオー

『Red river valley』
  俺達と共に行こう　港町の戦士　どんな奴等が来たって　恐れることはない
　  ラ…　オ…

『Forza Ale KOBE』 
  フォルツァ　アーレ　フォッツァーレ神戸！

『Amole solo KOBE』
  ☆歌う前に「WE ARE KOBE」をコール  

  トモニイコウ　ミア神戸　歌えよクルヴァ　アモーレ　アモーレ　ソロ神戸　
  踊れよクルヴァ　　ラララ…

でポンテプッアは』…ラララ『、とりくっゆは分部詞歌※  

http://www.supporters-union-kobe.com/
※QRコードを読み取ると、S.U.K.F.連合HPへ
　アクセスできます。  イベント告知やチャント
　練習にご活用ください。

【DF4　北本 久仁衛】
クニエオーレ　クニエオーレ　オーレオーレオーレー
クニエオーレ　クニエオーレ　オーレオーレオーレー

 

『GK18　キム スンギュ』
オー　チキョラ　スンギュ　オー　チキョラ　スンギュ
オー　チキョラ　スンギュ　チキョラ　キムスンギュ
※『チキョラ」は韓国語で『守れ』

『DF6　高橋 峻希』
オータカハシ　シュンキー　ララーララーラ　ララーララララ
オータカハシ　シュンキー　ララーララーラ　ラーラーラ　オイ！

『DF39　伊野波 雅彦』
熱き男の　不屈の闘志
俺らの誇り　伊野波雅彦

『MF24　三原 雅俊』

『MF7　三田 啓貴』
ミター　ヒーロターカー
ララララーララーラ　ラララララー
ミター　ヒーロターカー
俺たちーと　熱くゆこうぜー

【DF3　渡部 博文】
ヒロフーミー　ヒーロフーミー
ラララーラーラ　ラーララーラー
ヒロフーミー　ヒーロフーミー
ラララーラーラ　ラーララーラー

【DF22　橋本 和】
ハーシモト　ワータールー
ハーシモト　ワータールー
ラーラララ　ラーラーラー
俺達と共に
ハーシモト　ワータールー
ハーシモト　ワータールー
ラーラララ　ラーラーラー
ハシモートー　ワータールー

ミーハーラー　マーサートーシー
ミーハーラー　マーサートーシー
アレ！　アレ！　アレアレアレ！

『MF14　藤田 直之』
俺たちのフジター　熱き魂ー
俺たちのフジター　さぁ魅せてやれー

Andrés
INIESTA

8 アンドレス　イニエスタ　ララララララ
アンドレス　イニエースタ　ララララララ
ラララララ・・・・

Andrés Iniesta　lalalalala…
Andrés Iniesta　lalalalala…
lalalalala…

今シーズンはバルサ時代のチャントをベースに使用します。加えてヴィッセル神戸版チャントを
準備中です。バルサ以外で唯一のクラブが神戸。その時代を表すチャントを歌えるのは我々だけ！

『FW10　ルーカス ポドルスキ』
Du bist mein Held, Poldi
schalalalalala…
Schieß ein tor für uns,Kobe
schalalalalalalala…
oh Poldi
schalalalalalala...
oh Poldi
schalalalalalala...
ドゥー ビス(トゥ) マァーイン ヘル(トゥ) ポールディー
シャーラー　ララララー
シース アイン トオ フュウンスコ オオベ
シャーラーラ　ラララララー
訳：俺たちのヒーロー　ポルディ
　　点を取れ　俺たちのため　神戸のために

ゴール裏は、立ち上がって応援を
行うエリアです。
手拍子は頭の上で力強く。
応援好きな人も、はじめての人も
全員で神戸の応援をつくろう！


