栃木ＳＣ チャント
◆栃木の為
栃木の為にやろうぜ 気持を高ぶらせ
みんなで歌おうぜ
オーオーオーオー
オオオオー
◆オサリバン（選手入場直前）
さぁ立ち向かえ俺達の誇りバモス栃木
さぁ叫ぼうぜ俺達の想いでっかい声で
どんなときも忘れないぜ熱い想い
オーオーオー さぁ行こうぜ
てっぺん目指せ プライドオブ栃木
◆俺達のホーム（選手入場時にはタオルを回して！）
ここはグリスタ 俺達のホーム
やるしかないさ 今、
立ち上がれー
◆県民の歌（試合直前）
とちの葉の 風さわやかに
晴れわたる 町よいらかよ
男体は 希望に明けて
日の光 よもにみなぎる
栃木県 われらの われらのふるさと
◆Keep on Fighting
Keep on Fighting 栃木盛り上がれ
Keep on Fighting ラララララーラ
◆俺の栃木
さあ行け俺の栃木 愛してるいつでも
さあ行け俺の栃木 この歌を響かせろ
◆誰よりも…
誰よりも知っている 誰よりも信じてる
さぁ恐れるな 俺らの栃木よ
◆トリトン（セットプレー時）
「ゴーゴーゴーゴーゴー 栃木」
ラーララ ラーララ ラーララ 荒れ狂え栃木
ラーララ ラーララ ラーララ 叩き込め
◆インディ栃木
栃木の男 俺らは勝ちしかいらない 魂込めて
バーモバーモ バモバモバーモ
バーモバーモ バモバモバモ

◆Oh 栃木
オーオ オオー 栃木 オーオーオー 栃木
オーオ オオー 栃木 オーオーオー 栃木
◆俺らの誇り栃木
俺らの誇り栃木 熱く強く戦え
どこまでも突き進め
ララ ララーラ ララララー
◆イダレトチギ
ダレ トチギ イダレダレトチギ
イダレダレトチギ イダレダレオーオオ
◆愛する栃木
ダーレー ダレダレー 闘え 栃木
ダーレー ダレダレー 闘え 栃木
カーモー俺たちの愛する 栃木
今日も 熱く 勝ちに 行くぜ
◆ゴールをゆらせ
俺達の歌で さぁゴールをゆらせ
ここで全てをぶつけよう 戦おうぜ栃木
J1へ行こうぜ ララララーラ ラーラーラ
◆熱いハート
さぁ飛び跳ねろ その熱いハート見せつけろ
ラーラーララーラー
バモ栃木ララララーララーララー
◆J1へ行こう！
やるしかないと 叫んでいる
俺らは 声を合わせて
お前たちのこと 信じてる
俺たち J1へ行こう
◆チャンステーマ１
最後まで あーつく
た・た・か・え！ 俺たちの栃木よ
つーよくー 強く 立ち向かえ
その ハート
た・か・ぶ・れ！
ゆ・さ・ぶ・れ！
俺たちの栃木よー

◇ GKのテーマ
オーオ エノモトー
オーオ エノモトー

オーオ エノモトー
さぁ今日も行こうぜ

◇西澤代志也
ヨシヤ 誰よりも速く
ゴールに向かって
ヨシヤ お前のゴールで
栃木が熱くなる！
◇大和田真史
オーワダー オーワダー
ララララ ラーラ
オ・オ・ワダー
◇當間 建文
トーマー トーマー
トーマ タケフミ
◇パウリーニョ
走れパウリーニョどこまでも
俺たちの こ・え・を 受けて
走れパウリーニョどこまでも
俺たちの こ・え・を 受けて
オーー 俺たちのパウリーニョ
◇廣瀬 浩二
オーひろせー 俺達のひろせー
オーひろせー 俺達のひろせー
オーひろせー こうじ！ ひろせー
◇サビア
サビアゴー サビアゴー サビアゴー
サービーアー ゴー
◇高木 和正
高木 和正 オオー オオー オー
気持ち 見せろ バモ 高木
タカギー タカギー タッカギー！
俺達は 迷わないぜ 心からお前のことを
応援するぜ 高木和正―！
！
◇クリスティアーノ
ダ シウバ！
オレタ チト トモニ
たたかーえ クリスティアーノー（×２）
ラーララー ラララ ラーラー
ラーララー ラララ ラーラー
◇本橋 卓巳
オーもとはし オーもとはし
ゴール ゴール ゴール ゴール
レッツゲットゴール本橋

◇菅 和範
カンカズノーリー

俺たちとともにー

◇杉本
誠
すぎもと まこと
レッツゴー ゲット ゴール
◇山形 辰徳
たつのり ゴー ラララ ラーララ
たつのり ゴー ラララ ラーララ
たつのり ゴー ラララ ラーララ
ゴー たつのりー
◇勝又 慶典
ウォウ ウォウ ウォウ かつまた
かーつーまーたー ゲットゴール
ウォウ ウォウ ウォウ かつまた
決めろ！ゴール
◇赤井 秀行
ヒデ 赤井 アカイ ヒデ
◇湯澤 洋介
ゆざわー ようすけー 栃木の 星さ
行け 行け 行けよ ゴールを決めろ
◇小野寺達也
アレタツヤ アレタツヤ オノデラタツヤ ゴー
◇菊岡 拓朗
キクオカ キクオカ
繰り出せその右足で
決めるぜ 狙いを定めろ
オーオーオー オーオーオオー
◇近藤 祐介
ゆうすけ ゴール
ゆうすけ ゴール
お前がゴールを決めるのさ
◇久木野 聡
オオくきの オオくきの
オオ決めろ オオゴール
◇アレックス
さあーゆーけ アレックス
俺たちと共に
夢を つかもうぜー
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