
☆選手チャント

■No.1 GK 田代琉我（たしろ りゅうが）
守るぜ琉我 ゴールを封鎖
相手を凌駕 見せるぜ琉我

■No.2 MF 黒木晃平（くろき こうへい）

Hey！(男) Hey！(女) Hey！(男) Hey！(女)　こーへいくろき(男女)

■No.3 DF イヨハ理ヘンリー（いよは おさむ へんりー）
ララララララーララ オーヘンリー
ララララララーララ オーヘンリー

■No.4 DF 酒井崇一（さかい しゅういち）
ラララララさかい ラララララオーさかい

■No.5 DF 菅田 真啓（すがた まさひろ）
フォルツァ すがーたーまーさーひろー
フォルツァ すがーたーまーさーひろー

■No.6 MF 河原 創（かわはら そう）
かーわはらそう！かーわはらそう！かけあがーれかわーはらそう！

■No.7 MF 田辺圭佑（たなべ けいすけ）
レッツゴー たなべ

■No.8 MF 上村周平（かみむら しゅうへい）
バモスしゅうへーい バモスしゅうへーい ほーこりをーむねにーたたかーおうー

■No.9 FW 高橋利樹（たかはし としき）
アレ としき！ アレ としき！ アレ としき！ アレ としき！

■No.10 FW 伊東俊（いとう しゅん）
アレオいとう！アレ！アレ！ アレオいとう！アレ！アレ！

■No.11 FW 粟飯原尚平（あいはら しょうへい）
決めろ 粟飯原 オオオ 熊本を揺らせ オオオ
ラーラーララララー ララーラーララララー

■No.13 GK 増田卓也（ますだ たくや）
バモ バモ バモ バモ 増田
バモ バモ バモ 止めてくれ卓也



■No.14 MF 竹本雄飛（たけもと ゆうひ）
バモゆうひ バモゆうひ たけもとゆうひ

■No.15 MF 三島頌平（みしま しょうへい）
みしま しょうへい みしま しょうへい
ラーララ ラーラララ バモ しょうへい
行こう みしま 突き進め しょうへい

■No.16 MF 坂本亘基（さかもと こうき）
さかもとこうきー オー オオー オーオーオー フォルツァこうき

■No.18 MF 杉山直宏（すぎやま なおひろ）
ララーララーララ なおひろ ララーララーララ なおひろ

■No.19 MF 東出壮太（ひがしで そうた）
ララーララーララ ひがしで ララーララーララ そうたオレ 勝利に
向かって駆け上げれ 魅せてくれ ひがしで

■No.20 DF 東野広太郎（ひがしの こうたろう） こうた
ろう こうたろう 駆け抜けろ こうたろう

■No.21 MF ターレス（たーれす）
バモス ターレス ゴレアドー

■No.22 MF レオ・ケンタ（れお・けんた）
オーケンタ オーケンタ
オーケンタ オーケンタ

■No.23 GK 佐藤優也（さとう ゆうや）
俺らの守護神 ゆうや 守り抜け ゆうや

■No.24 MF 江崎巧朗（えざき たくろう）
ラララ えざきたくろう
がまだせ ラララ たくろう

■No.27 MF 谷山湧人（たにやま ゆうと）
ゆうと 魅せてくれ その姿に心躍らされてんだよ

■No.28 FW 土信田悠生（としだ ゆうせい）
土信田悠生 オオ オオオ ネットを揺らせ

ゴー(ル) ゴー(ル) ゴー(ル)



■No.29 FW 宮原愛輝（みやはら あいき）
オレ オレ あいき オレ オレ あいき オレ オレ あいき

Can Get Goal Can Get Goal

■No.30 MF 東山達稀（ひがしやま たつき）
ララララ オオ たつき その足で魅せてくれ
ララララ オオ たつき ゴールを見せてくれ

■No.32 MF 藤田一途（ふじた いっと）
ララ 一途 ラララ 一途 ラララ 一途 藤田一途

■No.33 DF 阿部海斗（あべ かいと）
ラララ 阿部海斗 ララーラー 阿部海斗



☆チームチャント

■熊本のために
熊本のために我らは歌うぞ 勝利に向かってみんなで歌え オイオイオイ！

■We are Roasso(作曲タイチジャングル・作詞ロアッソ熊本サポーター） 闘おう
赤き血の我ら この誇り胸に（オイオイオイ！）ひた走れ熊本

ラララーラーララーララララーララーラーララララー （オイオイオイ！）We are ロアッソ熊本

■もっと光を
もっと光をもっと光をもっと光を君に届けたくなったよ もっと熊本もっと熊本この思い叫ぶ声が枯れ るまで ロッ
ソ熊本ロッソ熊本ロッソ熊本ここで勝利掴み取れ

■ボラーレ
ボーラレー！オォー カンターレ！オオオオォー 赤くそめられた スタジアム揺らせー！

■We Are rosso aleo
We are rosso We are rosso We are rosso ale oh～ 突き進め 俺達の誇り熊本

■がまだせロアッソ
オーオーオーオーオオオオオー たたかえロアッソ（オレ！） オーオーオーオーオオオオオー がまだ せロアッ
ソ（オレ！）

■全ては勝利のために
バモ ロッソー 男ならば バモ ロッソー 見せてくれ
その誇り懸けて戦え！ 全ては勝利のために
オー！オ！ オー！オ！ オー！オーオーオー！
オー！オ！オー！オ！オー！みーせーてーくれー！

■駆け上がれ熊本！（帰り道）
駆け上がれ熊本！俺たちの夢乗せ さぁ 行こうぜ オオ オオ オオー

■We Are rosso , Love Rosso
We are rosso , love rosso こころをひとつに×３ 熊本！熊本！熊本！　オイオイオイ！

■Ole Oh KUMAMOTO
オーレ オー、オレ くまもーと オーレ オー、オレ くまもーと オーレ オー、オレ くまもーと オオー  オイ！オイ！
オイオイオイオイ！

■ロッソと共に
ロッソと共に我らは生きる 叫び飛跳ねる 今日も勝利の為に



■HIKARI
オオー オオオオー オオオオー オオオオオー オーオーオオオオオーオー オーオーオー！

■Officialsong
オー！オー！ オー！オー！ オー！オーオー！ ロアッソー！×3 オイ！*** オイ！*** ロアッソ熊 本！**
***×2

■ビルドアップ

* ** * **オー！オイ！ * ** * **オー！オイ！

■俺たちの熊本

* *** オイ * *** オイ * ** * ** オーーオイ
* *** オイ * *** オイ * ** * ***
オーバモれや！ 跳ーび跳ねれや！ ゴール奪えや！ 俺たちの熊本！×2

■誇りを胸に

熊本 誇りを胸に LaLaLaLaLa La 熱く闘おう

■Vamos rosso
バモバモロッソ バモバモロッソ バモスロッソ バモスロッソ～

■アレ！アレ ! アレ! KUMAMOTO
アレ アレ アレ 熊本×2
アレ アレ アレ （アレ！） アレ アレ アレ （アレ！）
アレ アレ アレ 熊本

■ole！ole! KUMAMOTO
オレオレ熊本 オレオレ熊本 オレオレ熊本 オレオレ熊本

■火の国魂
さぁー行け！ロアッソ熊本！ いつも俺達がついてるぜ！ 火の国魂！見せよーぜ！

■Power to the ROSSO
Power to the ROSSO×3
Power to the ROSSO right on !

■Let’s go Rosso
Let’s Go Rosso！ Let’s Go！ Let’s Go Rosso!×4
オー オーオーオー オーオーオー オーオーオー



■Come On Rosso
Come On Rosso！ Come On！ Come On Rosso!×4 オー オーオーオーオーオーオー オー オー
オー

■Kumamoto Rosso! ～セットプレー時～
くまもと rosso！ ***** rosso! ***** rosso! くまもと rosso！***** rosso! ***** rosso!

■Coffee Rumba ～後半開始時～
ダレダレダレダレダレダレダレ ロッソ ダレダレダレダレダレダレダレ オ～ ダレダレダレダレ
ダレダレダレ ロッソ ダレダレダレダレダレダレダレ オ～ ロッソ

■We are Rosso!
We are rosso！We are rosso！

■ロアッソ熊本コール

ロアッソ熊本 ** *** ロアッソ熊本 ** ***

■Para Campeonal
パーーーラ カンペオナーーーー（ル）パーーーラ カンペオナーーーー（ル）

↓音源はこちらにあります↓

https://www.alderas.net/call/


