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この内容に関する質問、問い合わせは
francepants6@hotmail.com までお願いします。

ジェフユナイテッド千葉ゴール裏をもっとアツくするために
2006 8/8（火） 刊行されたチーム非公認フリーペーパー それが、ゴッラ。

さあ行こう この歌に乗せて 突き進め 勝利を掴もう
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ェフ千葉としての初公式国際試合は去
の試合でガンバが大敗。勝てば A3 優勝
年韓国王者の蔚山現代との一戦となっ 前に大きく近づく試合。しかし大連の守
G 大阪 ジ
た。平日夜の開催なのにも関わらず国立アウ

19:30 Kick Off
国立霞ヶ丘競技場

ジェフ千葉

大連戦レビュー

蔚山戦レビュー

1 位 (J 6 位）

● 2-3

勝点 得失点

備的な戦術に手こずり、前半は沈黙。スタメ
エー側には１万人を越すサポーターが集結。 ンに入った工藤、マリオも持ち味を出せない。
選手たちも気合いが入っているようで、
「千 また自陣での中島のミスから相手に先制点を
葉のサッカーをアジアに見せつける」べく走 許す嫌な展開。だが、後半頭から羽生、巻を
りに走った。スタメンには楽山、中島など、 工藤、マリオに代えて投入。すると前線が非
普段スタメンでなかなか使われない選手も 常に流動的になり、リズムをつかみ出す。後
入ったが、及第点の出来。中島はクルプニの 半 8 分にはエリア内で仕掛けた楽山が倒さ
FK から先制点を挙げるなど攻守に活躍した。 れて PK 奪取。阿部が決めて同点に。また相
相変わらず守備面は２失点とピリッとしない 手一人退場となり有利になるもすぐに失点。
が、リードした終盤も最後まで走りきるなど、 巻が執念で決めて同点に追いつくが、最後ま
存分に「らしさ」が見えた試合だった。
で勝ち越し点が奪えず、引き分けに終わった。

最高の瞬間のために

ゴール裏では出来るだけ立って声を出し、
選手に気持ちを伝えよう！！！

５日の試合から、新曲が応援に取り入れられている。歌詞は下の
夏に厳しい国立３連戦。W 杯明けから立て続けに試合をこなし
ている選手たちは、明らかに疲れが見え始めている。アマル監督 「特集コーナー」に載せてある。この曲は、リードされている場
面や、耐えなければならない時間帯のために作られたオリジナル
もスタメンをいじったりしながら何とか対策を練っているが、限
界がある。そこで、
だ。サポーターの出番。あと一歩足を出せたら、 曲。どこかで聞いたようなメロディなので、すぐに覚えていただ
けると思う。この曲があまりかからない事を祈りたいが、
サッカー
ジャンプがもう数センチ届いたら。そんなきつい場面での選手を
の試合は往々にしてピンチがあるもの。そういうときに、サポー
支えるのが、
サポーターの声であると思う。確かに応援するサポー
ターもともに戦っているんだという気持ちを伝える意味でも、皆
ターも消耗激しい季節。水分補給、栄養補給を怠らずに、万全の
で声を合わせて、気持ちを伝えよう。
状態で試合に臨もう。すべては最高の瞬間のために。

最近のジェフ☆ニュース

ゴール裏へメッセージを。

■ アマル オシム新監督就任！
■ 岐阜・飛騨合宿は地獄のメニューに。選手は夏を乗り切るスタ
ミナをつけるためがんばった。
■ 阿部勇樹選手、巻誠一郎選手、オールスターで活躍。
■ 巻選手はオールスターで１得点。
■ 岡本選手、８月５日３年ぶりの公式戦出場。
■ 日本代表には、ジェフから３選手程度選出される模様。
■ 日本代表オシム監督、A ３視察中。

ゴール裏へ向けて、あなたの熱い思いを e-mail でお寄せ下さい。そ
のメッセージを「gola」に掲載させるとともに、希望があればゴー
ル裏各団体へ責任もって伝えます。francepants6@hotamil.com まで

応援歌詞特集

「アメージング・グレース」選手入場
共に歩もう この時を 決して忘れぬ 誇り 熱き プライド 持ち戦え
オオオー ジェフユナイテッド （手拍子→テンポアップ→「オー千葉コール」へ）
「Go Ahead」 行け！
ゴーアヘッド！ ゴーアヘッド！ ゴーアヘッド！ ゴーアヘッド！ 千葉！
行くなーらー 俺たちーもー どこまーでーもー行くぞー！
「オブラディ」 点！
オーオーオージェフ オオオー オーオーオージェフオー
オーオーオージェフ オオオー オオオオーオオオオオオオー
オレジェフ オレジェフ ジェフユナーイテッ 勝利を目指ーせー
オレジェフ オレジェフ ジェフユナーイテッ 勝利をつかーめー
「ラ・バンバ」 盛り上がれ！
俺たちの千葉 熱い気持ちもち 戦え 俺らがついてる
ララララーラ ラッラーララララ ラーラララーララッラー
「俺たちと行こう」 諦めるな！
俺たちと行こう 共に戦おう
オオオオオオオ オージェフユーナーイーテッド
オオオーオオ オオオー オオオーオオ オオオー
オオオ オオ オオ オージェフユーナーイーテーッド
「さあ行こう」 のってけ！
さあいこう この歌にのせて 突き進め 勝利をつかもう
オオオオオー オオオオオオオオー オオオオオオー オオオオオオオオー
new!「黄色と緑」 ともにいこう！
黄色と緑の 千葉の戦士たちよ 俺らがついてる 何も恐れる事はないさ
オオオオー オオオオー オオオオオオオオオー（×２）

前回お寄せいただいたメッセージは
責任もって団体に伝えました！

「gola」をダウンロードしよう！

gola は次の URL からダウンロードできます。
http://www.geocities.jp/francepants6/gola ○ .pdf
※○の中に号数を入力して下さい。
更新情報は http://blog.goo.ne.jp/frapan6/ より。
＊主催者の意向により一部内容を変えております。

応援歌詞特集

「２坂本將貴」
ゴー！ さーかもとー！ （３回繰り返し） 男 坂本 見せろ！！
「５イリアン・ストヤノフ」
ストヤーノフ ストヤーノフ オーオーオー オオオー
「６阿部勇樹」
戦え勇樹勝利のために はるか世界へはばたけ勇樹
あべゆーきー あべゆーきー オーオーオオ あべゆーきー
「７佐藤勇人」
アーレー さとう ゆうと アーレー さとう ゆうと （×２）
「10 マリオ・ハース」
マーリーオー スーパー マーリーオー スーパー マーリオハース
ゲットゴール オーオーオーオー
「11 要田勇一」
ラーララーラララ ラーララーラララ ラーラーラーラララ ようだ！
「15 中島浩司」
なかじま こーうーじー オオオー オオオー
「17 櫛野亮」
くーしのーりょーう 守れ くしーのりょーう 勝利を呼ぶ守護神櫛野
「18 巻誠一郎」
オーレ オオ 巻ゴール 巻ゴール 巻ゴール（×２）
オオオー オオオオー オオオオー オオオオー
「22 羽生直剛」
おーなおーたけー はにゅうー なおーたけー
おーなおーたけー 突き進め
なおーたけー

