
#1 GK 小澤 章人(おざわ あきひと) ［ Penicillin ／Romance］ 

おざわ あきひと オオオ！ 燃えろ！気持ちをみせろ！ 
守れ！俺たちのゴール！ オオオ オ オ オオオー 
 
#2 DF 松原 優吉(まつばら ゆうき) 
［エイジアエンジニア ／絶対負けない！ ］ 

まつばらゆうき  まつばらゆうき 
誰にも負けない俺たちの  まつばら ゆうき 
 
#3 DF 大島 嵩弘(おおしま たかひろ) 
［ RADWIMPS ／ずっと大好きだよ ほんと？… ］ 

オオ  おおしま たかひろ  オーオーオ オオオオー 
オオ  おおしま たかひろ  オーオーオーオーオー 
 
#4 DF 内野 貴志(うちの たかし)［ Avicii ／The Nights ］ 

守り抜け 俺らのゴール ↓オーオ オー うちのー！ 
守り抜け 俺らのゴール ↑オーオ オー うちのー！ 
 
#5 DF 池田 樹雷人(いけだ じゅらと)［ロート製薬CM］ 

オーオオ いけだ じゅらと オーオオ いけだ じゅらと 
燃えろ じゅらと 
 
#6 MF 岩沼 俊介(いわぬま しゅんすけ) 
［ロードオブメジャー／僕らだけの歌］ 

オーオオ 駆け上がれ オオオー いわぬま しゅんすけ 
オオオー 俺達と共に いわぬま しゅんすけ 
 
#７ MF 妹尾 直哉(せのお なおや) 
［ アイスクリームネバーグラウンド ／ 2ステ3フン4ローイング ］ 

せのお なおや オオオ  せのお なおや オオオ 
せのお なおや オオオ  燃え上がれ！ （Fire！） 
 
#８ MF 堂安 憂(どうあん ゆう)［ AAA ／Break Down］ 

どうあん ゴールめざせ！  
走りつづけろ！ オオオー（オー） 
 
#9 FW 津田 知宏(つだ ともひろ) 
［LAUGHIN' NOSE  ／聖者が街にやってくる］ 

つだ アレ！ つだ アレ！ みせろよ つだ Get Goal！ 
おまえの チカラを 俺たちにみせろ！ 
 
#10 FW 宇野沢 祐次(うのざわ ゆうじ) 
［ JUN SKY WALKER(S) ／歩いていこう ］ 

オーオーオー うのざわ ゆうじ  
オーオーオー 俺らと共に 
オーオーオー うのざわ ゆうじ 俺たちのゆうじ 
 
#11 FW 木村 裕(きむら ゆう)［水樹奈々 ／ ETERNAL BRAZE］ 

きむらゆう きむらゆう オーオーオー オオーオオー 
走り出せ 駆け上がれ 決めてくれ オーオーオー 
きむらゆう きむらゆう オーオーオー オオーオオー 
走り出せ 駆け上がれ 決めてくれ オーオーオー 
 
 

#13 DF 山口 真司(やまぐち しんじ) 
［ バックドロップシンデレラ ／ 本気でウンザウンザを踊る ］ 

やまぐちしんじ ラーララーラー やまぐちしんじ ラーララーラー 
やまぐちしんじ ラーララーラー 気持ちみせろ 俺らのしんじ 
 
#14 MF 東 浩史(あずま ひろし)［ 西城秀樹 ／ヤングマン ］ 

アズマッ！オオオオオオーオオ アズマッ！オオオオオオーオオ 
アズマッ！オオオオオオーオオ き・め・ろ ゴール！ 
アズマッ！オオオオオオーオオ アズマッ！オオオオオオーオオ 
アズマッ！オオオオオオーオオ き・め・ろ ゴール！ 
オィオィオィオィ アズマックス！！ 
 
#15 DF 西口 諒(にしぐち りょう) 
［ feat KENTY GROSS／オードリー ］ 

ゴールへ向え にしぐちりょう↑ 勝利を掴め にしぐちりょう↓ 
ゴールへ向え にしぐちりょう↑ 勝利を掴め にしぐちりょう↓  
 
#16 GK 阿部 伸行(あべ のぶゆき)［福山雅治／虹］ 

のぶゆき 魅せろ スーパーセー(ブ) 
オオオ オーオーオー 
 
#17 MF 明神 智和(みょうじん ともかず) 
［KANA BOON／フルドライブ］ 

みょうじん みょうじん オオオ 
みょうじん みょうじん オオオ 
みょうじん みょうじん オーオー オオオオ 
 
#18 DF 内田 恭平(うちだ きょうへい) 
［KIX-S／Lovin'You］ 

きょうへい！走れ！俺らと共に！ 誰にも負けないほど 
きょうへい！走れ！俺らと共に！ ララ ラーララ ララララー 
 
#19 FW 三上 陽輔(みかみ ようすけ) 
［Belinda Carlisle／Heaven Is A Place On Earth］ 

オー みかみ ゴール！ 
オー ようすけ ゴール！ 
 
#20 DF 吉村 弦(よしむら ゆづる)［ 堀江美都子 ／ ボルテスⅤの歌］ 

よしむら オオオ 全てを懸けて 
行くぞ 俺達の よしむら ゆずる 
 
#21 GK 立川 小太郎(たちかわ こたろう) 
［ AKB48 ／ みなさんもご一緒に！］ 

たちかわ こたろう 止めてくれ 長野のゴール守れよ！ 
たちかわ こたろう 勝利を呼び込め さぁ行け こたろう！ 
 

#22 MF 國領 一平(こくりょう いっぺい) 
［ブルーハーツ／人にやさしく］ 

こくりょう いっぺい ゴールを決めろ 
俺らと共に進もうぜ いっぺい 
 
#23 FW 大城 佑斗(おおしろ ゆうと) 
［ アン・ルイス ／ あゝ無情］ 

おおしろ ゴール おおしろ ゴール 
ラーララ ラーララー 
 
#24 MF 新井 純平(あらい じゅんぺい)［ WANIMA／THANX］ 

オーオオオ 走れ じゅんぺい 
オオ オーオオ オオオオ オーオオ 
オーオオオ 走れ じゅんぺい 
ゴールに向かえ オオオー 
 
#25 MF 有永 一生(ありなが かずき)［ サスケ ／青いベンチ ］ 

走れ ありなーがかずき ララララーラーラー どこまでも 
走れ ありなーがかずき ララララーラーラー どこまでも 
 
#26 DF 遠藤 元一(えんどう げんいち)［D-LITE ／あ・ぜ・ちょ!］ 

オオオオ 燃えろ！ オオオオ げんいち！ 
オオオオ 燃えろ！ たちむかえ げんいち！ 
 
#27 FW 竹下玲王(たけした れお)［ ウルトラマンレオのテーマ］ 

オオー レオ！ オオー レオ！ レオ レオ レオ レオ レオ 
決めろ レオ！ 燃えろよ！ 
 
#28 FW 入間川 景太(いるまがわ けいた)［大塚愛 ／Happy Days］ 

走れ 走れ 魅せろ いるまがわ 
走れ 走れ 魅せろ いるまがわ 
 
#29 MF 山田 陸(やまだ りく) 
［THE CLAN ／ HORNS UP AND FIGHT］ 

やまだりく オーオーオー  オーオオー オーオオー 
やまだりく オーオーオー  オーオオー オーオオー 
 
#30 DF 浦上 仁騎(うらかみ にき) 
［とんねるず ／ 炎のエスカルゴ］ 

オーオオーオオー にき うらかみ 
オーオオーオオー にき うらかみ 
 

#31 GK リュウ・ヌグラハ［サカナクション ／ 陽炎］ 

リュウ ヌグラハ オオオ  止めて 魅せろ ゴールを守れ 
リュウ ヌグラハ オオオ  止めて 魅せろ オオオ オオオ 
 

  ～ ～



  ～ ～
●For victory（Safari – Estoy hecho un demonio）New！ 
勝利のために 熱く闘え 
○○○○倒せ！ 荒れ狂え長野 
（○○○○には、相手チーム名など。） 
 
●共に掴みとれ  New！ 
長野 俺達は歌う  勝利を 共に掴みとれ！ 
オーオーオー オオーオーオー 
オーオーオー オオーオーオー 
 
●Sky (175R - 空に唄えば） 
オオオー オオオオー オオオー オオオオー 走れ闘え 力の限り 
オオオー オオオオー オオオー オオオオー 
勝利を掴み取ろう 長野パルセイロ 
  
●勝利の歌 
行こう どこまでも オレンジの 仲間たち 
輝く 未来へと 続く道 
オオオオー オオ NAGANO オオオオー オオ NAGANO 
愛する故郷（ふるさと） 響けよこの歌 讃えよう この街を 
 
●花唄（TOKIO - 花唄） 
オー パルセイロ 勝利を掴もう 
オーオオオ 駆け抜けろ 気持ちを込めて 
オー パルセイロ 勝利を掴もう 
仲間を信じて恐れずに 進もう俺たちと 
 
●シャナナ（MINMI - シャナナ☆） 
ラララララララー ラーラー 長野 ラララララララー ラーラー 長野 
 
●声の限り 
南長野に 集う仲間よ  声の限り歌おう 勝利の為に 
 
●獅子奮迅（原曲：L‘Estate Sta Finendo） 
さあ立ち向かえ 漢たちよ どんなときにも 突き進め 
いま立ち向かう 漢たちに 我らの 歌 届けよう 
アレアレアレー アレアレアレー 
アレアレアレエー アレアレアレー  
 
●想（原曲：Von den blauen Bergen kommen wir ） 
アレ フォルツァ パルセイロ アレ フォルツァ パルセイロ 
俺たちの 熱き 想いを 力に変えろ アレアレオ 長野 
アレ フォルツァ パルセイロ アレ フォルツァ パルセイロ 
俺たちの 熱き 想いを 力に変えろ アレアレオ 長野 
ラララーラーラララララー ラララーラーラーラララー 
ラララーラララーラララーラララララ 
ラーラ ラララララー  
 
●千尋の谷 
オーオーオーオー オー長野 獅子よ 駆け上がれ 
オーオーオーオー オー長野 千尋の この谷を 
 
 
 

●GetUP 
オーオーオーオー オオオー オオオー（x２） 
アレアレアレオー アレオー アレオー（x２） 
おれたちとともに オオオー いこうー（x２） 
ほこりをむねに  たたかえ ながの  （x２） 
 
●RunAll 2018 
おれたちと ともにたたかえ どんなときも はしりぬこう 
おれたちと ともにたたかえ どんなときも はしりぬこう 
オーオー オーオー オー オオオー 
オーオー オーオー オーオ オオオー 
 
●凱歌 
オーオ オーオ オーオ オーオオー 
オーオ オーオ オーオ オーオオー 
Forza Parceiro Forza Parceiro オオオオ Forza NAGANO 
 
●長野魂（Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival） 

俺達が長野  魂を揺らせ  
さぁ叫べ跳ねろ  気持ちをみせてやれ 
アレアレアレオー アレアレアレオー 
アレアレアレアレアレ オーオーオー 
アレアレアレオー アレアレアレオー 
アレアレアレアレアレオー 
 
●Forza 長野（原曲：Pop Goes The World） 
オー オー！ 長野ー フォルツァ フォルツァ オー長野ー 
 
●アリバアレ 
オーオオーオーオー オーオオーオーオー 
さあ行こうぜ 攻め上がれ長野 
 
●ALLEZ NAGANO PARCEIRO 
アレ！長野パルセイロ アレ！長野パルセイロ 
アレアレアレ！ アレアレアレ！ アレ！長野パルセイロ 
 
●alma de laranja（原曲：Avanti ragazzi di Budapest） 
見せろよ 今こそ オレンジの魂 
共にに 闘い抜こう アレアレオー 長野 
見せろよ 今こそ オレンジの魂 
共にに 闘い抜こう アレアレオー 長野 
オーオオー オオオオー オーオオー オオオー 
オーオオー オオオオー オーオオー オオオー  
 
●共超（原曲：Cielito Lindo） 
ラーラララー We are NAGANO 
この街と 共に ゆこう 共に 超えて いこう 
 
●走れパルセイロ 
走れパルセイロ オーオオオオ― 
ゴールに向かって オーオオ オーオオ オーオオ 
 

●P.R.G.（go!go!vanillas - オリエント） 
オー長野 オオオオオー オー長野 Ready go↓ 
オー長野 オオオオオー オー長野 Ready go→ 
 
●結心 
アレ長野 見せつけろ 俺達の力を 
アレ長野 俺達と 勝利を掴み取れ 
オオオオー オオオオー オオオオー オオオオ 
オオオオー オオオオー オオオオー オオオオー 
    
●HEAT！ 
闘えパルセイロ オオオ 勝利を信じて 
見せてやれ 俺たちの この熱き想いを 
 
●大脱走（映画音楽 - 大脱走マーチ） 
ララララ アレ！長野 ララーラ ラーラララララ 
ララララ アレ！長野 ララーラ ララーララ パルセイロ！ 
 
●オレンジの戦士達 
（THE BLUE HEARTS - 1000のバイオリン） 
戦え長野  俺らの長野 ラララー ラーラーラーラー 
ララララー ラーラーラ ラーラー 
 
●GO LET'S GO（Dropkick Murphys - For Boston） 
Go let‘s Go, Go Let’s Go, 長野パルセイロ 
Go let's Go, Go Let's Go, 長野パルセイロ 
勝利を目指して走れ 俺達と共に闘おう 
Go let's Go, 俺達の長野パルセイロ 
オー… パルセイロ！ オー… パルセイロ！ オー…  
 
●Come On Feel The Noize (SLADE - 同曲名） 
Come On Feel The Noize  Singing For The Glory 
NAGANO PARCEIRO NAGANO PARCEIRO 
 
●WE FOLLOW 
We Love You, We Love You, We Love You, オオオオ 
We Follow, We Follow, We Follow, オオオオ 
オオオオオオー オオオオオオ― ・・・・ 
 
●オレンジマンランニング 
（Oi skall mates - Skinhead Running） 
オーオーオーオー オー オオオ   ×3 
オーオーオーオー パルセイロ パルセィ Let’s go！ 
 
●立ち向かえ長野 (ザ・タイガース – 色つきの女でいてくれよ） 
オー 長野 立ち向かえ オー 長野 立ち向かえ 
オーオー オーオーオオー 長野の力を魅せつけろ 
 
●決めろゴール 
決めろゴール 長野パルセイロ 俺たちの誇り 長野パルセイロ 
 


