
  1 GK チョン ソンリョン - JUNG SUNG RYONG
ソンリョン ソンリョン チョンソンリョン
川崎のゴール守り抜け

  2 DF 登里 享平 - Noborizato Kyohei
ノボリザトー ノボリザトー ゲットゴール(ﾉﾎﾞﾘッ!)

  4 DF ジェジエウ - JESIEL
ジェジエウ アレアレアレ 
ジェジエウ アレアレアレ

  5 DF 谷口 彰悟 - Taniguchi Shogo
タニグチショーゴ たたかえショーゴ
熱いハートを 燃やせよショーゴ

  6 MF 守田 英正 - Morita Hidemasa
レッツゴー 100％ モリタ
ララ ララララ ラーラ モリタ
俺達を沸かす輝き 全力で モリタヒデマサ

  7 DF 車屋 紳太郎 - Kurumaya Shintaro
走れ クルマヤ 戦えクルマヤ
走れ クルマヤ クルマヤー ブブンブン

  8 MF 脇坂 泰斗 - Wakizaka Yasuto
オー ヤスト ワキーザカー
オー ヤスト ワキーザカー

  9 FW レアンドロ ダミアン - LEANDRO DAMIAO
ダミアン オオオオー ダミアン オオオオー
ダミアン オオオオー ダミアン オオオオー

10 MF 大島 僚太 - Oshima Ryota
オオシマ リョウタ FASTER　FASTER
光速超えて リョウター リョウター
止められないぜ 加速していく 好奇心の果てへ

11 MF 小林 悠 - Kobayashi Yu
オッオッ コバヤシ ユウ ラーラララ ラララ
ゲット コバヤシユウ ラーララララー

13 ＤF 山根 視来 - Yamane Miki
ヤマネミキ ヤマネミキ 
ヤマネミキ ヤマネミキ
ラーララー ラララ－ララ
ラララー ララララ ヤマネミキ

14 MF 中村 憲剛 - Nakamura Kengo
オー ナカムラー ケンゴー ナカームラー
オー ナカムラー ケンゴー ナカームラー

16 MF 長谷川 竜也 - Ｈasegawa Tatsuya
ハセガワ タツヤ オオオ 熱い気持ち たぎらせろ
ハセガワ タツヤ オオオ 今日も暴れ回れ

18 MF 三笘 薫 - Mitoma Kaoru
ミトマ カオル ミトマ カオル
バモ バモ ミ!ト!マ!
原曲:いとまきのうた【童謡】

30 MF 旗手 怜央 - Ｈatate Reo
ハタテー レオ (レオ) レオ ゴー レオ ゴー レオ
ハタテ レオ 燃えろよ
原曲:ウルトラマンレオ【真夏 竜】

17 ＤF ジオゴ マテウス - Diogo Mateus
ジオゴ ララララ ジオゴ ララララ
ジオゴ ララララ ジオゴ マテウス

19 ＭF 齋藤 学 - Saito Manabu
川崎の星 サイトウ マナブ
青黒まとって 輝けよ マナブ

20 FW 宮代 大聖 - Ｍiyashiro Taisei
ミヤシロ タイセイー 魅せて やろうぜ
ゴールへぶち込め ミヤシロ タイセー

22 MF 下田 北斗 - Shimoda Hokuto
オレ!オレ! シモダ ホクト いざ行けシモダホクト

24 GK 安藤 駿介 - Ando Shunsuke
アンドウ アンドウ 今こそ立ち上がる時
アンドウ アンドウ 勝利信じ守れ
アンドウ シュンスケ オッオオッオー

25 MF 田中 碧 - Tanaka Ao
碧き 炎 胸にいだいて 熱く 闘え タナカ アオ

34 MF 山村 和也 - Yamamura Kazuya
オトコ ヤマムラ 闘え ヤマムラ
夢を俺らと 掴もうぜ
ラララ ララララ ラララ ララララ
ヤマムラ ここで ぶちかませ

41 MF 家長 昭博 - Ienaga Akihiro
イエナガ アキヒロ ララララー 
誰にもアキを 止められない
イエナガ アキヒロ ララララー 
俺らと共に 闘おう

川崎市民の歌
多摩川の明ける空から きこえる やさしい鳥の歌
ほほえみは 光のシャワー さわやかに心 あらうよ
新しい朝は 生まれて 人びとの軽い足どり
好きです 陽差しの 似合う町 好きです かわさき 愛の街

明日も
アーレアーレ カーワーサーキ アーレアーレオー
アーレアーレ カーワーサーキ フローンターレー
どんな時もずっと 誰よりも強く
闘う ヒーローに 気持ち 込めて

ナンバーワン野郎
勝つために叫ぶのさ 俺達はここにいる
青黒の魂を 今ここに 見せつけろ!

FRONTALE RABBIT
さあゆけ フロンターレ アーレオーオオ アーレオーオオ
カワサキ フロンターレ アレオー オオ アレオー

Believe In Tomorrow
俺達と共に闘え かわさき 青と黒の勇者たち
俺達のハート 今日も 熱くさせろ 川崎ゴールを狙え

FRONTALE 2000
オーオオー レッツゴー カワサキー
オーオオー フーロンターレ

FRONTALE 20000
オー フーロンターレ オー カーワサキ オーオー
オー フーロンターレ オーオオ オーオーオー

FORZA FRONTALE
オーオー オーオー フォルツァ フローンターレー

ALLEZE! FRONTALE
アーレー アーレー アーレー フロンターレ
アーレー アーレー アーレー アーレー フロンターレ

VAMO KAWASAKI
オー バモ カワサキ カワサキ カワサキ バモ カワサキ

BASKET CASE
オーオオオ LOVEカワサキ 俺達と共に行こうぜ
オーオオオ LOVEカワサキ ラララー ララーラーラララ ラララ
俺達の思いは 誰よりも 熱く 青黒に 光る 星と共に
フットボール トゥギャーダー カワサキー

AVANTE
アバンテー オオ カワサキ オオ ラララ ラララ ラーラー

VAI LA DE FRONTALE
バラ バラ バーラ バラジ コラソン
バモ フロンターレ バモ フロンターレ バモ セ カンピオン

トップ・オブ・ザ・ワールド
オオ フロンターレ オオ フロンターレ 俺達の誇り
進め 進め 威風堂々 青と黒の戦士たち

紅
俺達のフロンターレ 今ここに
〇〇(対戦チーム名)を倒すんだ さあ 行こう

カーニバル(西部警察)
VAMOS! オオー オオー フロンターレ×2
オーオオオ オ オ オ オ オ オオ オ オー
ララ ラララ ラララ ラララ ラーラー


