Anthem of NAGOYA

名古屋を動かせ

この街に生まれて育った俺らがここにいる
勇気と力を 与えるためにここにいる
希望の地に光を呼ぶのさ
かけがえのないお前と 瑞穂（豊田）で戦おう
さあ今手をかざせ 信じて叫べ
栄光を掴むその時まで…
Oh名古屋の誇りをこの歌に込めて
My soul will live forever
共に勝利を掴もう

オーオオオオ さぁみんな歌え
俺達の声で
オーオオオオ さぁみんな歌え
名古屋を動かせ
名古屋名古屋アレーアレ
闘う時がきた！
名古屋名古屋アレーアレ
みせてやろうぜいま！

(ホーム試合の選手入場時にマフラーを掲げて歌います)

ラ・マルセイエーズ
★名古屋の勝利のため
皆声をひとつに！今こそ闘おう
アーレーアーレーアーレー
名古屋アレーアーレーアレーアレー
☆オオオーオーオーオオオーオー
オオオーオーオーオオオー
オーオーオオ オーオオオー
アーレーアーレーアーレー
名古屋アレーアーレーアレーアレー
（☆部分と★部分を交互に）

名古屋ラーラー
名古屋ー名古屋ー
名古屋ー名古屋ー
ラーラー
名古屋ー名古屋ー
名古屋ー名古屋ー
ラーラー

この街愛するならば
すべーてかけ戦えよー
このー街愛するならばー
こえーの限り叫べよー
このー街愛するならばー
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレアーレアーレ
オーオーオー
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレオー
アレアーレアーレアーレアーレ
オー

Seven Nation Army
オー オオ‐オ オーオ(繰り返し)

俺たちの名古屋
アーレーアーレー 俺たちの名古屋
恐れることないささあ前を向いていこう

行け名古屋
オオオ オ オオ オー
オオオ オ オオ オー
オオオ オ オ オオ オオ オ
さあ行け名古屋
ラララ ラ ララ ラー
ラララ ラ ララ ラー
ラララ ラ ラ ララ ララ ラ
さあ行け名古屋

カーニバル
アーレー アーレー
アーレ名古屋アーレー
ラララ ラ ラ ラララ ララ
ラララ ラ ラ ララー

この声を力に
この声を 力に 前向き 戦え
さあ行こうぜ 名古屋 俺らと共に
ララーララーラーラララララー
ララーララーラーラララララー
ララーララーラーラララララー
ララーララーラーラララララー

SEMPRE
信じてる どんな時でも愛してる
どんな時でも いつだって
俺らの誇りー
オオオ ラララララララー
オオオ そういつだって俺らの誇りさー
オーオオ ラララララララー
オーオオ ラララララララー

俺たちの魂
★みせーろよ今こそ 俺たちの魂
共に闘い抜こう
アレーアレオー名古屋ー
☆オオーオオオーオオオオー
オオーオオオーオオオー
オオーオオオーオオオオー
オオーオオオーオオオー
(最初のみ★部分を2回繰り返し。
以降★部分と☆部分を交互に)

イエローサブマリン
★フォルツァ 名古屋！
フォルツァ ファミリア！
フォルツァ名古屋アレアレアレ
フォルツァ 名古屋！
決めーろゴール！
フォルツァ名古屋アレアレアレ
☆アレーアレー アレーアレー
アレーアレーアレー アレーアレー
アレーアレー アレーアレー
アレーアレーアレー アレーアレー
フォルツァ名古屋！
アレアレアレ,アレアレアレ,アレアレアレ
フォルツァ名古屋！
アレアレアレ,アレアレアレ,アレアレアレ

ALLEZ NAGOYA

楢崎正剛選手

★アレーアレーアレー名古屋アレー
アレーアレーアレー名古屋アレー
アレーアレーアレ アレーアレーアレ
アレーアレーアレー名古屋アレー
☆オオーオオ オオオ オオー
オオーオオ オオオ オオー
オーオオオ オーオオオ
オーオオ オオオオオー
（☆部分と★部分を交互に）

ナーラーザキセーイゴーオ
俺らの誇り
代わりは居ない お前が一番
そうさ名古屋の守護神

喜びの歌
ラーララーラーラー
ラーララーラーラー
ラーララーラーラー
ラララーララーラララ(名古屋！)

Just�Can't�Get�Enough
俺らの誇り名古屋
I just can't get enough,
I just can't get enough
この想い止まらない
I just can't get enough,
I just can't get enough
今こそここで叫べ さあ行こう
Stand up! NAGOYA!
※Du,Du,Du,Du,Du,Du,Du
Du,Du,Du,Du,Du,Du,Du
Du,Du,Du,Du,Du,Du,Du
(※二回繰り返し)

エンターテイナー
頂点めざし 共に闘え さあ行こうぜ名古屋
オーオオーオ オーオオー
さあ行こうぜ名古屋
オーオオーオ オーオオー
さあ行こうぜ名古屋

フォルツァ名古屋アレ
フォルツァ名古屋アレ
フォルツァ名古屋アレ
フォルツァ名古屋アレ
ラーラーラーララー
ラーラーラーララー
ラーラーラーララー
ラーラーラーララー

走り抜け
走り抜け ゴール目指せ
共に戦え ロッソ ジャッロー
アレーアレーアレーア ロッソ ジャッロー
アレーアレーアレーア ロッソ ジャッロー
アレーアレーアレーア ロッソ ジャッロー

ちばれ泰士ララーラ ラララー
ちばれ泰士ララーラ ラララー
ちばれ泰士ララーラ ラララー
ちば りよ 泰士！
ラーララララー

小川佳純選手
オーオーガーワー さあ行こう
オーオーガーワー 決ーめてやーれー

永井謙佑選手
ナガーイ 今こそ
お前のスピードで
ナガーイ 今こそ
駆け抜けろ ゴールへ

松田力選手
リキリキリキリキゴール
リキゴール
リキゴーール

矢野貴章選手

オー堅碁ー ラララララー
オー堅碁ー ラララララー
さあ 俺らと行こう
ゴール 堅碁 ゴール

己を信じて 仲間を信じて
限りなき世界へ挑め さあ挑め
名古屋オオオーオーオ
名古屋オオオーオーオ
名古屋オオオーオー
名古屋オーオオ オー

FORZA

田口泰士選手

川又堅碁選手

限りなき世界へ

オーオオーオオ
オーオオーオオ
オーオオーオオ
アーレ名古屋アレ

闘莉王オオオー
闘莉王オオオー
名古屋の闘将
勝利へ導け

貴章 矢野貴章
オッオッオッオオッオッオッオ
貴章 矢野貴章
オッオッオッオオッオッオッオ

(最初に★部分を叫び、以降☆部分を繰り返し)

ALLEZ NAGOYA ALLEZ

田中マルクス闘莉王選手

レアンドロ選手
レアンドロ バーモ バーモ

語釈
アレ(Allez)
仏語で「行け」「がんばれ」の意。
広くサッカーの応援で用いられるフレーズです。

フォルツァ(Forza)
伊語で「がんばれ」「力」「強さ」の意。
広くサッカーの応援で用いられるフレーズです。

ロッソ(Rosso)
伊語で「赤」の意。
名古屋グランパスのチームカラーです。

ジャッロ(Giallo)
伊語で「黄」の意。
名古屋グランパスのチームカラーです。

ファミリア(Famiglia)
伊語で「家族」の意。

バモ（Vamo/Vamos）
ポルトガル語（レアンドロ選手の母国語）で
「頑張れ」の意。

矢田旭選手
アーサヒ さあみせてやれ
アーサヒ さあみせてやれ アーサヒ
ラーラーラ ラーラーララー

