NA RODA COM O TEMPO Grupo de Capoeira Regional Tempo 2016
1-クァドゥラ + コヒードス（パブリック・ドメイン）

オィ スィン スィン スィン

歌： メストゥレ トニー

オイ スィン スィン スイン
オイ ナォン ナォン ナォン

”エ オーラ エ オーラ、 サウヴィ グルーポ テンポ“

オージ テン アマニャン ナォン

”サウヴィ！！！”

ア ピザーダ ジ ランピァォン

”ボーラ ビリンバウ“...

オイ スィン スィン スイン
オイ ナォン ナォン ナォン

1-

エエエ エステーヴェ アキー

カペンガ オンテン エステーヴェ アキー
デウ ドイス ミウ ヘイス ア パパイ

3- ヴォウ ジゼール アオ メウ スィニョール

デウ ドイス ヴィンテーン ア ミン

キ ア マンテイガ デハモウ

カフェー アスーカル ア ヴォヴォー

ヴォウ ジゼール アオ メウ スィニョール

スィン スィニョール メウ カマラー

キ ア マンテイガ デハモウ

クァンド エウ エントゥラール ヴォセー エントゥラ

ア マンテイガ ナォン エ ミニャ

クァンド エウ サイール ヴォセー サイ

ア マンテイガ エ ジ ヨヨー

パッサ ベン オウ パッサ マウ

ヴォウ ジゼール アオ メウ スィニョール

トゥードゥ ナ ヴィーダ エ パッサール カマラー

キ ア マンテイガ デハモウ

アーグア ジ ベベール

ア マンテイガ ド パトゥラォン

エエー アーグア ジ ベベール カマラー

カイウ ナ アーグア イ スィ モリョウ

エ アルアンデー

ヴォウ ジゼール アオ メウ スィニョール

エエー エ アルアンデー カマラー

キ ア マンテイガ デハモウ

エ ファカ ジ ポンタ
エエー エ ファカ ジ ポンタ カマラー
エ ヴァイ リェ フラール

4- ドナ マリーア ド カンボアター

エエー エ ヴァイ リェ フラール カマラー

エラ シェーガ ナ ホーダ エラ サービ ジョガール

エ ヴィーヴァ メウ デウス

ドナ マリーア ド カンボアター

エエー エ ヴィーヴァ メウ デウス カマラー

エラ シェーガ ナ ヴェンダ エラ マンダ ボタール

エ オ クリアドール

ドナ マリーア ド カンボアター

エエー エ オ クリアドール カマラー
ペロ ムンドゥ ア フォーラ
エエー ペロ ムンドゥ ア フォーラ カマラー

5- カムジェレー コモ エスタース コモ エスター

エ ダー ヴォウダ アオ ムンドゥ

カムジェレー

エエー エ ダー ヴォウダ アオ ムンドゥ カマラー

コモ エスタイス ヴォスミセー
カムジェレー
エ プラ ミン エ ウン プラゼール

2- オイ スィン スィン スイン
オイ ナォン ナォン ナォン
オイ スィン スィン スイン
オイ ナォン ナォン ナォン
オイ ナォン ナォン ナォン

カムジェレー
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6- エ ビゾウロ

セニョール サォン ベント

コルダォン ジ オウロ
オ ラエ ラエ ラー
オ レレー

10- ペガ エッスィ ネーゴ オイ デフーバ ノ シャォン
エッスィ ネーゴ エ マランドゥロ
エッスィ ネーゴ エ オ カォン

7- ラー ラーゥエー ラーゥエー ラーゥエー ラー

ペガ エッスィ ネーゴ デフーバ ノ シャォン

ラ ラ ラ ラゥエー

エッスィ ネーゴ エ ヴァレンチ

ラー ラーゥエー ラーゥエー ラーゥエー ラー ラー

エッスィ ネーゴ エ メウ イルマォン

オ ラエ ラエ ラー

ペガ エッスィ ネーゴ デフーバ ノ シャォン

オ レレー

11- ダー ダー ダー ノ ネーゴ
8- オイ アイ アイ アイ

ノ ネーゴ ヴォセー ナォン ダー

エー サォン ベント ミ シャーマ

ダー ダー ダー ノ ネーゴ

オイ アイ アイ アイ

スィ デール ヴァイ アパニャール

オ サォン ベント シャモウ

ダー ダー ダー ノ ネーゴ

オイ アイ アイ アイ

ノ ネーゴ ヴォセー ナォン ダー

プラ ジョガール カポエィラ

ダー ダー ダー ノ ネーゴ

オイ アイ アイ アイ
ペロウリーニョ サウヴァドール
オイ アイ アイ アイ

12- エウ フイ ナ バイーア

エ サォン ベント ミ シャーマ

エウ フイ ナ バイーア

オイ アイ アイ アイ

プロクラール シポー

プラ ジョガール カポエィラ

プロクラール シポー

オイ アイ アイ アイ

エンコントゥレイ ネギーニョ

エ オンジーナ サウヴァドール

エンコントゥレイ ネギーニョ
ジ ウマ ペルナ ソー
ジ ウマ ペルナ ソー

9- エッサ コブラ リェ モルジ

エ オ サシー ペレレー

セニョール サォン ベント

ペレレー ペレレー

エ オ ヴェネーノ ダ コブラ

ペレレー ペレレー

セニョール サォン ベント

ペレレー ペレレー

エッサ コブラ リェ モルジ
セニョール サォン ベント
エ オ ブラッコ ダ コブラ
セニョール サォン ベント
エ テン コブラ デントゥロ
セニョール サォン ベント
エ オ ボーチ ダ コブラ

“イエー！！！”
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2-“ファイス ムイント テンポ キ テン”（作： フラカォン）
+ コヒードス（パブリック・ドメイン）
歌： コントゥラ メストゥレ フラカォン

ソウ グルーポ テンポ ノッサ ホーダ エ キンタ フェイラ
イ アキー ナォン テン ベステイラ
スィ シェゴウ “セー” ヴァイ ジョガール
オイ スィ シェゴウ “セー” ヴァイ ジョガール

1-

アー ムイント テンポ キ テン

スィ シェゴウ ポージ “セー” ヴァイ ジョガール

ファイス ムイント テンポ キ テン

ア ムイント テンポ

ア ノッサ ホーダ ヴェン プラ カー ヴォセー タンベン ヴェン

アー ムイント テンポ キ テン

アー ムイント テンポ キ テン

ファイス ムイント テンポ キ テン

ファイス ムイント テンポ キ テン

ア ノッサ ホーダ ヴェン プラ カー ヴォセー タンベン ジース

ア ノッサ ホーダ ヴェン プラ カー ヴォセー タンベン ヴェン

アー ムイント テンポ キ テン

アー ムイント テンポ キ テン

ファイス ムイント テンポ キ テン

ファイス ムイント テンポ キ テン
オイ テン アレグリーア ア ジンガ キ コンタジーア
ダ オンジーナ アテー オ ボンフィン

2- オイ カポエィラ ジュロウ バンデイラ

エ レガウ ポージ シェガール

ペジウ セウ サント スア プロテサォン

ウン ビリンバウ ドイス パンデイロス プラ マルカール

オリャ エントゥロウ ナ ホーダ フォイ ファセイロ

エ ボニータ ア ペルクサォン

オ マイス オリャンド オ セウ ペジウ ペルダォン

コン アス パウマス パラ アジュダール

エ マイス デウ ウマ ヴォウタ ジ サウダサォン

ファイス ムイント テンポ

オイ アインダ ナ ヴォウタ ファロウ

アー ムイント テンポ キ テン

カポエィラ エウ ソウ バイアーノ

ファイス ムイント テンポ キ テン

オリャ オ メストゥレ トニー フォイ ケン ミ エンスイノウ

ア ノッサ ホーダ ヴェン プラ カー ヴォセー タンベン ヴェン

エステンデウ ア マォン

アー ムイント テンポ キ テン

イ ラー ノ クンプリメント

ファイス ムイント テンポ キ テン

ウン ペー ノ ペイト ローゴ レヴォウ

メストゥレ ヴェフメーリョ ヴィンチ セッチ ダ バイーア

オ マイス スミウ ノ シャォン キ ネン コリスコ

フーベンス コスタ オ メストゥレ バンバ

プラ コンフィルマール オ キ アヴィーア ジト

ヴェン キ エ ジ アヘピアール

カポエィラ ネスチ ジーア

ベイラ ダ プライア

エ ルトウ トゥードゥ キ サビーア

コン ウン クリーマ エスペシアウ

オ マイス スィ ナォン ルタッスィ ペルジーア

カーザ クァトールズィ シャォン アズウ

オ アモール ド ペイト ジ マリーア

カポエィラ ヘジォナウ ファイス ムイント テンポ

フォルサ ド メウ コラサォン

アー ムイント テンポ キ テン

ジョゴウ ノ アール イ ノ シャォン

ファイス ムイント テンポ キ テン

フェイス ジアブルーラ コモ カォン

ア ノッサ ホーダ ヴェン プラ カー ヴォセー タンベン ヴェン

オイ ヘザンド ウマ オラサォン

アー ムイント テンポ キ テン

エータ オーメン ジ コルポ フェシャード

ファイス ムイント テンポ キ テン

オ マイス ナォン テーミ フェッホ ジ マタール

アオス ペース ジ サォン ホッキ

オグン エ メウ パドゥリーニョ

コン セウ バーニョ キ ヘノーヴァ

フォイ ゲヘイロ ノ セウ イ グァルダ ナ ルーア

トード アーノ テーモス プローヴァ

イ ナ テーハ メウ ペイト エ ジ アソ

ジ キ ナォン デヴェーモス パラール

オリャ ファカ ジ ポンタ ナォン フーラ
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オイ ラー エー ラエラー

パラ ホーダ カポエィラ

オー レー レー

パラ ヴァイ テール キ パラール

ラエー ラエー ラー

エウ ナォン パロ ジ ジェイト ネニュン

オー レー レー

エウ ソー パロ エッサ ホーダ スィ オ メストゥレ マンダール
パラ ホーダ カポエィラ
パラ ヴァイ テール キ パラール

3- ア オーラ エ エッサ
ア オーラ エ エッサ
ア オーラ エ エッサ

7- ケン ピントウ ア ゼブラ

ア オーラ エ エッサ

ケン インヴェルニゾウ ア バラッタ

ビリンバウ トコウ ナ カポエィラ

ケン デウ ルース ア ヴァガルーミ

ビリンバウ トコウ エウ ヴォウ ジョガール

グルーポ テンポ ナ パラダ カイアンゴー

ビリンバウ トコウ ナ カポエィラ

（イ ケン インヴェントウ アウペルカータ カイアンゴー）

ビリンバウ トコウ エウ ヴォウ ジョガール

カイアンゴー

ア オーラ エ エッサ

カイアンゴーヨヨヨヨー

ア オーラ エ エッサ
ア オーラ エ エッサ
ア オーラ エ エッサ

8- クァンド エウ モヘール ジッスィ ビゾウロ
クァンド エウ モヘール ジッスィ ビゾウロ
ナォン ケーロ ショーロ ネン ヴェーラ

4- オイ ズン ズン ズン ビゾウロ マンガンガー

タンベーン ナォン ケーロ バルーリョ

バテーラン ノ ソウダード ダ ポリーシア ミリタール

ナ ポルタ ド セミテーリオ

ズン ズン ズン ビゾウロ マンガンガー

ソー ケーロ メウ ビリンバウ

オリャ バテーラン ノ テネンチ ダ ポリーシア フェデラウ

ソー ケーロ メウ ビリンバウ

ズン ズン ズン ビゾウロ マンガンガー

コン ウマ フィッタ アマレーラ
グラヴァーダ コン ノーミ デラ
エ オ メウ ノーミ

5- オイ ビリバ エ パウ エ マデイラ

エ ビゾウロ

オイ ビリバ エ プラ トカール

マス コモ エ メウ ノーミ

オイ ビリバ エ パウ エ マデイラ

エ ビゾウロ

ジョガ ラー キ エウ ジョーゴ カー
オイ ビリバ エ パウ エ マデイラ
カポエィラ エ プラ ジョガール
オイ ビリバ エ パウ エ マデイラ

6- パラ ホーダ カポエィラ
パラ ヴァイ テール キ パラール
エウ ナォン パロ ジャー ジッスィ キ ナォン
エウ ソー パロ エッサ ホーダ スィ オ メストゥレ マンダール
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オリャ ラー シリ ジ マンギ

フィーリョ ジ ビンバ ナォン ポージ カイール

トード テンポ ナォン エ ウン

オイ ナォン ポージ カイール、 ナォン ポージ カイール

オリャ キ ヴォセー ナォン アグエンタ

フィーリョ ジ ビンバ ナォン ポージ カイール

コン ア ガーハ ド ガイアムン
クァンド エウ エントゥロ ヴォセー サイ
クァンド エウ サイオ ヴォセー エントゥラール

11- ファカ ジ コルタール

ヌンカ ヴィー ムリェール カザーダ

コルタ パォン コルタ キアーボ

キ ナォン フォッスィ シウメンタ

ファカ ジ コルタール

エ オ メウ ノーミ

コルタ パォン コルタ キアーボ

エ ビゾウロ

ファカ ジ コルタール

マス コモ エ メウ ノーミ

コルタ バンブー コルタ メラォン、シンボーラ

エ ビゾウロ

ファカ ジ コルタール
コルタ パォン コルタ キアーボ
オイ コルタ パォン

9- カポエィラ エ マニャ ジ プレット ヴェーリョ

コルタ キアーボ

ナッスィーダ ノ テンポ ダ エスクラヴィダォン

オイ コルタ パォン

カポエィラ レヴォウ ア ハッサ ネグラ

コルタ キアーボ

オ カミーニョ ジ スア リベルタサォン
エウ ヴォウ ジゼール ア ヴォセー
イ ジゴ ド フンド ド コラサォン
エッサ ダンサ エッサ ルタ ブラズィレイラ
ファイス オ ポーヴォ ヴィブラール ジ エモサォン
ジ ノーヴァ ヨルキ アオ メーシコ
オイ ド ヒオ ジ ジャネイロ アテー オ ジャパォン
エ ノ トーキ ド ビリンバウ ヴィオーラ
セージャ サォン ベント グランジ オウ アンゴーラ
キ エ オ ジョーゴ ヴァイ ホラール
ノルマウメンチ、 ヴォウ ジゼール
エー エ エー
カポエィラ エ ド ポーヴォ エ ダ ジェンチ
エー エ エー
キ ジェイト ジ ルタール ジフェレンチ
ヴォウ ジゼール
エー エ エー

10- オイ クイダード メニーノ
オ ジョーゴ ヴァイ スビール
フィーリョ ジ ビンバ ナォン ポージ カイール
オイ クイダード メニーノ オ ジョーゴ ヴァイ スビール
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3-コヒードス（パブリック・ドメイン）
歌： エスタジアーリオ ニーヴェウ 1 デニー

3- アイ アイ アイデー
ジョーガ ボニート キ エウ ケーロ アプレンデール
（ジガ アイー）

1-

クァンド エウ シェーゴ ノ メルカード モデーロ

アイ アイ アイデー

ナ フェスタ ド アマニェセール

デゼンヴォウヴィ エッスィ ジョーゴ キ エウ ケーロ ヴェール

クァンド エウ シェーゴ ノ メルカード モデーロ モデーロ

（カポエィラ）

ナ フェスタ ド アマニェセール

アイ アイ アイデー

チーニャ ムィンタ ジェンチ ファランド
ペルグンタンド アオ ネガォン オ キ ヴァイ ファゼール
イ エウ ヘスポンド

4- オー ラエ ラエ ラー

エウ ソウ カポエィラ ジ マクレレー（イ バトゥケジェー）

オー レー レー

イ エウ ヘスポンド

オ ラエ ラエ ラー

エウ ソウ カポエィラ ジ マクレレー（イ バトゥケジェー）

オー レー レー

ラー ラゥエー
ラー ラー ラゥエー
ラー ラゥエー

5- オリャ トゥ キ エ モレッケ

ラー ラー ラゥエー

モレッケ エ トゥー

ラゥエー

オリャ トゥ キ エ モレッケ

ラー ラー ラゥエー

モレッケ エ トゥー

オ カポエィラ カポエィラ エウ ゴスト ジ ヴォセー
イ エウ ヘスポンド
エウ ソウ カポエィラ ジ マクレレー（イ バトゥケジェー）

6- オイ、カランゴ ランゴ ド カランゴ ダ プレチーニャ
ヴォウ カンタール エッサ ムジーニャ
プラ セニョーラ スィ レンブラール

2- ネン トゥードゥ キ ヘルース エ オウロ

ダケーリ テンポ キ ヴィヴィーア ラー ナ ホッサ

ネン トゥードゥ キ バランサ カイ

コン ウマ フィーリャ

ネン トゥードゥ キ ヘルース エ オウロ

ナ バヒーガ イ オウトゥラ フィーリャ（プラ クリアール）

ネン トゥードゥ キ バランサ カイ

カランゴ ランゴ ド カランゴ ダ プレチーニャ

カイ カイ カイ カイ

ヴォウ カンタール エッサ ムジーニャ

カポエィラ バランサ マス ナォン カイ

プラ セニョーラ スィ レンブラール

カイ カイ カイ カイ

ダケーリ テンポ キ ヴィヴィーア ラー ナ ホッサ

アヴィアォン バランサ マス ナォン カイ

コン ウマ フィーリャ

（アズ ヴェーゼス ハハ）

ナ バヒーガ イ オウトゥラ フィーリャ

カイ カイ カイ カイ

エウ ジッスィ

オ ベベー バランサ マス ナォン カイ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケー

カイ カイ カイ カイ

ケ ケ ケ ケ ケ ケ アー

グルーポ テンポ バランサ マス ヌンカ カイ

ケ ケ ケ ケ ケ アー

カイ カイ カイ カイ

ケ ケ ケ
ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケー
ケ ケ ケ ケ ケ ケ アー
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7- ポル ファヴォール ナォン マウトゥラーチ エッスィ ネーゴ

（アゴーラ アッスィン、 アゴーラ アッスイン）

エッスィ ネーゴ
エッスィ ネーゴ フォイ ケン ミ エンスィノウ

オイ シチン ジン ドン、 シチン ジン ドン、

エンスィノウ

シチン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ドン

エッスィ ネーゴ ダ カウサ ハスガーダ、 カミーザ フラーダ、

オイ シチン ジン ドン、 シチン ジン ドン、

エ オ メウ プロフェソール

シチン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ドン

ポル ファヴォール ナォン マウトゥラーチ エッスィ ネーゴ
エッスィ ネーゴ フォイ ケン ミ エンスィノウ
エッスィ ネーゴ ダ カウサ ハスガーダ、 カミーザ フラーダ、

9- ケン マンダ ナ マータ エ オショッスィ

エ オ メウ プロフェソール

ナ チンバ ケン マンダ ソウ エウ（ジース）

カイ カイ カイ カイ

ソウ エウ カポエィラ ソウ エウ

カポエィラ バランサ マイス ナォン カイ

オリャ ケン マンダ ナ マータ エ オショッスィ

カイ カイ カイ カイ

ノ グルーポ テンポ ケン マンダ
エ メストゥレ トニー ジガ アエー
ソウ エウ カポエィラ ソウ エウ

8- エウ ナォン ソウ ダキー
マリニェイロ ソー

オイ シチン ジン ドン、 シチン ジン ドン、

エウ ナォン テーニョ アモール

シチン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ドン

マリニェイロ ソー

オイ シチン ジン ドン、 シチン ジン ドン、

エウ ソウ ダ バイーア

シチン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ドン

マリニェイロ ソー
ソウ ジ サォン サウヴァドール
マリニェイロ ソー
エウ ナォン ソウ ダキー
（オリャ ア パウマ）
マリニェイロ ソー
エウ ナォン テーニョ アモール、 ナォン ナォン
マリニェイロ ソー
エウ ソウ ダ バイーア
マリニェイロ ソー
ソウ ジ サォン サウヴァドール
マリニェイロ ソー
マリニェイロ マリニェイロ
マリニェイロ ソー
ケン チ エンスィノウ ア ナダール
マリニェイロ ソー
フォイ オ バランソ ド ナヴィーオ
マリニェイロ ソー
オウ フォイ オ バランソ ド マール
マリニェイロ ソー
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4-“ア カポエィラ コブラ”（作： フラカォン）
+ コヒードス（パブリック・ドメイン）

カポエィラ エ ブラズィレイラ
パウ パウ ペレイラ

歌： コントゥラ メストゥレ フラカォン、
エスタジアーリオ ニーヴェウ 1

メシカーノ、

エスタジアーリオ ニーヴェウ 1 デニー、
コントゥラ メストゥレ ヴェフメーリョ 29

4- オイ アイ アイ アイ ドウトール
ヴェレジャンド ノ マール エウ ヴォウ
オイ アイ アイ アイ ドウトール

1-

カポエィラ コブラ、 カポエィラ シャーマ

ケン アシャ キ “ター” ポル スィーマ

ヴェレジャンド ノ マール ヴォウ ナヴェガール
オイ アイ アイ アイ ドウトール

ネッサ オーラ スィ エンガーナ（ジース）
カポエィラ コブラ、 カポエィラ シャーマ
プラ ファゼール ウマ ペイシャーダ

5- オー ルアンダ エー パンデイロ

プリメイロ スィ チーラ ア エスカーマ

オイ ルアンダ エ パラ

カポエィラ コブラ、 カポエィラ シャーマ

オイ テレーザ サンバ センターダ

プラ スィ テール ボア アグアルデンチ

オイ イダリーナ サンバ ジ ペー

プリメイロ スィ プラントウ カーナ

ラ ノ カイス ダ バイーア

カポエィラ コブラ、 カポエィラ シャーマ

ナ ホーダ ジ カポエィラ

メニーノ インテリジェンチ

ナォン テン レレー ナォン テン ナーダ

オウヴィ オス パイス イ ナォン ヘクラーマ

ナォン テン レレー ネン ラーラー

カポエィラ コブラ、 カポエィラ シャーマ

オー ラエー ラエ ラー

アーグア リンパ ジョゴウ テーハ

オー レー レー

ポージ クレール キ ヴィラ ラーマ

オー ラエー ラエ ラー

カポエィラ コブラ、 カポエィラ シャーマ

オー レー レー

2- ジョ-ガ ボニート キ エウ ケーロ アプレンデール

6- スィリー ボトウ、 ボトウ

ア カポエィラ イ オ マクレレー、 ジョガ ボニート

スィリー ボトウ キ エウ ヴィー

ジョ-ガ ボニート キ エウ ケーロ アプレンデール

ボトウ、 デイシャ ボタール

ア カポエィラ イ オ マクレレー

ラー ラー エー ラー ラー

ア カポエィラ イ オ マクレレー

ラー ラーウェー ラーウェー ラーウェー ラー ラー

ア カポエィラ イ オ マクレレー
サンバ ジ ホーダ キ エウ ケーロ ヴェール
サンバ ジ ホーダ キ エウ ケーロ ヴェール

7- カナリーニョ ダ アレマーニャ ケン マトウ メウ クリオー
エウ ジョーゴ カポエィラ ダ バイーア ア マセイオー エー
カナリーニョ ダ アレマーニャ ケン マトウ メウ クリオー

3- パウ パウ ペレイラ

ノ ジョーゴ ダ カポエィラ、 グルーポ テンポ エ オ メリョール

エ ア フロール ダ ラランジェイラ

カナリーニョ ダ アレマーニャ ケン マトウ メウ クリオー

パウ パウ ペレイラ

エウ ジョーゴ カポエィラ メストゥレ トニー エ オ メリョール

プラ ジョガール ナ キンタ フェイラ（カポエィラ）

エー

パウ パウ ペレイラ

カナリーニョ ダ アレマーニャ ケン マトウ メウ クリオー

NA RODA COM O TEMPO Grupo de Capoeira Regional Tempo 2016
8- ポル ファヴォール ナォン マウトゥラーチ エッスィ ネーゴ

コン セルテーザ ジ サウヴァール

エッスィ ネーゴ

マス オージ エン ジーア

エッスィ ネーゴ フォイ ケン ミ エンスィノウ

カポエィラ ター ナ ホーダ

エンスィノウ

ヴァイ ジョガンド コン ア ソルチ

エッスィ ネーゴ ダ カウサ ハスガーダ、 カミーザ フラーダ、

ジョガンド ペルナ ポル アール

エ オ メウ プロフェソール

ナォン ミ アバンドーニ

ポル ファヴォール ナォン マウトゥラーチ エッスィ ネーゴ

ナォン ミ アバンドーニ メウ ベン

エッスィ ネーゴ フォイ ケン ミ エンスィノウ

ナォン ヴァー エンボーラ

エッスィ ネーゴ ダ カウサ ハスガーダ、 カミーザ フラーダ、

ナォン ミ トゥロッキ ポル ニンゲーン

エ オ メウ プロフェソール
オリャ ラー オ ネーゴ
オリャ オ ネーゴ スィニャー

11- ウルブー ペネロウ フォイ ナ ガーリャ ド パウ

オリャ ラー オ ネーゴ

ウルブー ペネロウ

オリャ オ ネーゴ スィニャー

フォイ ナ ガーリャ ド パウ
ペネロウ キ エウ ヴィー
フォイ ナ ガーリャ ド パウ

9- マイス スィ エウ プデッスィ エウ ヴォウターヴァ

ペネロウ ペネロウ

ノ テンポ

フォイ ナ ガーリャ ド パウ

ソー プラ ヴェール メストゥレ ビンバ トカンド サォン ベント
マイス スィ エウ プデッスィ エウ ヴォウターヴァ ノ テンポ
ソー プラ ヴェール メストゥレ ビンバ トカンド サォン ベント

12- マス オ ファカォン バテウ エンバイショ

カンタンド ララウェー

ア バナネイラ カイウ

オイ スィン スィン スィン

エ オ ファカォン ターヴァ アモラード

コモ ヴァイ ヴォセー

ア バナネイラ カイウ

カペンガ エステーヴィ アキー

マス オ ファカォン バテウ エンバイショ

カンタンド ララウェー

ア バナネイラ カイウ

オイ スィン スィン スィン

カイ カイ、 バナネイラ カイ

コモ ヴァイ ヴォセー
カペンガ エステーヴィ アキー
13- エウ ピゼイ ナ フォーリャ セッカ
エ ヴィー ファゼール シュエー シュア
10- ナォン ミ アバンドーニ メウ ベン

シュエー シュエー シュエー シュア

ナォン ヴァー エンボーラ

エウ ヴィー ファゼール シュエー シュアー

ナォン ミ トゥロッキ ポル ニンゲーン

エ ジョガ ペルナ パラ スィーマ

ナォン ミ アバンドーニ

ジョガ ペルナ パラ オ アル

ナォン ミ アバンドーニ メウ ベン

エウ ヴィー ファゼール シュエー シュアー

ナォン ヴァー エンボーラ

ヴォセー ジス キ ダー ノ トニー（ネゴ）

ナォン ミ トゥロッキ ポル ニンゲーン

ノ トニー（ネゴ） ヴォセー ナォン ダー

オ カポエィラ エ ウン カブラ ムィント フォルチ

エウ ヴィー ファゼール シュエー シュアー

デサフィーア ア プロープリア モルチ
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14- メウ フィーリョ クァンド ナセール
ヴォウ ペルグンタール ア パルテイラ
オ メウ フィーリョ オ キ エ キ ヴァイ セール
オ メウ フィーリョ ヴァイ セール カポエィラ
カポエィラ カプー
マクレレー マラカトゥー
オ ナォン テン カラテー ネン テン クンギフー
マクレレー マラカトゥー
マイス エウ ヴィン ダ バイーア コメール カルルー
マクレレー マラカトゥー
オイ コメール カルルー イ ナォン コメール アングー
マクレレー マラカトゥー

15- エー ビゾウロ
コルダォン ジ オウロ
エー ビゾウロ
コルダォン ジ オウロ

16- ウン ドイス トゥレース
クァトゥロ スィンコ セイス
セッチ オイト ノーヴィ
パラ ドーズィ ファウタン トゥレース（シンボーラ）
ウン ドイス トゥレース
クァトゥロ スィンコ セイス
セッチ オイト ノーヴィ
パラ ドーズィ ファウタン トゥレース
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5-“オ アシェー タ ナ ホーダ”＋“オ メウ メストゥレ ファロウ”

オ ジョーゴ ホランド ソー ファウタ ヴォセー

（作： ビルー）
歌： コントゥラ メストゥレ フラカォン、
2- オ メウ メストゥレ ファロウ
デモレイ プラ アプレンデール
1-

カポエィラ、 カポエィラ エー

ナォン スィ ファイス ア カポエィラ

オ アシェー タ ナ ホーダ

カポエィラ ファイス ヴォセー

オ ジョーゴ ホランド ソー ファウタ ヴォセー

オ メウ メストゥレ ファロウ

カポエィラ、 カポエィラ エー

オ メウ メストゥレ ファロウ

オ アシェー タ ナ ホーダ

デモレイ プラ アプレンデール

オ ジョーゴ ホランド ソー ファウタ ヴォセー

ナォン スィ ファイス ア カポエィラ

ヴェーニャ コニェセール エッサ アルチ トゥラジサォン

カポエィラ ファイス ヴォセー

シンボロ ジ ヘジステンシア

ウン ジーア ジッスィ メウ メストゥレ

キ ナセウ ラー ノス キロンボス

オ メニーノ ヴェーニャ カー

ルタ コントゥラ ア エスクラヴィダォン カポエィラ

ナォン スィ ジョーガ カポエィラ

カポエィラ、 カポエィラ エー

スィ ナォン サービ マンジンガール

オ アシェー タ ナ ホーダ

オ メウ メストゥレ ファロウ

オ ジョーゴ ホランド ソー ファウタ ヴォセー

オ メウ メストゥレ ファロウ

ノッサ ハイース

デモレイ プラ アプレンデール

ルター ジ オリジェン フォルチ

ナォン スィ ファイス ア カポエィラ

アリメンタ ノッサ アウマ

カポエィラ ファイス ヴォセー

ア メンチ イ オ コラサォン

オ メウ メストゥレ ファロウ

トゥライス オルグーリョ アオ ポーヴォ ネグロ

オ メウ メストゥレ ファロウ

ルタ ジ リベルタサォン カポエィラ

デモレイ プラ アプレンデール

カポエィラ、 カポエィラ エー

ナォン スィ ファイス ア カポエィラ

オ アシェー タ ナ ホーダ

カポエィラ ファイス ヴォセー

オ ジョーゴ ホランド ソー ファウタ ヴォセー
アキー テン オ アシェー
ア マンジンガ イ ア マランドゥラージェン
オ ヘスペイト アオス グランジス メストゥレス
タンベーン ムィンタ イルマンダージ カポエィラ
カポエィラ、 カポエィラ エー
オ アシェー タ ナ ホーダ
オ ジョーゴ ホランド ソー ファウタ ヴォセー
マス マォン スィ エンガーニ
ナォン ヴァシリ ナ ホーダ ナォン
クイダード コン ア ハステイラ
オウ ヴァイ アカバール ノ シャォン カポエィラ
カポエィラ、 カポエィラ エー
オ アシェー タ ナ ホーダ
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6-インストゥルメンタウ カポエィラ＋サンバ ジ ホーダ

ミ デウ ウマ トンテイラ
イ オ ポーヴォ ダ プレギッサ
ジス キ エウ ト

1-

セレイアー セレイアー セレイアー セレイアー

エ ジ ボベイラ

エウ ヌンカ ヴィー タンタ アレイア ノ マール

エウ ヴォウ ミ エンボーラ

セレイアー セレイアー

ジヴァガール ジヴァガリーニョ

セレイアー セレイアー

エウ ヴォウ ミ エンボーラ

エウ ヌンカ ヴィー タンタ アレイア ノ マール

ジヴァガール ジヴァガリーニョ

セレイアー セレイアー

2- エウ レヴェイ ウマ カヘイラ
エッサ フォイ ペケニニーニャ

7-“カポエィラ エ リベルダージ”（作、歌： ドナ アニー）

ウン ファカォン ジ セッチ アホーバ
ウン ホサード エ ウマ バイニーニャ
ヌマ セスタ ジ オーヴォス

（カポエィラ エ リベルダージ

セチセンタス ガリーニャス

イ スィ ジョーガ エ コン アモール

イ オ トゥレン コーヒ

ア フォンチ ダ カポエィラ

エ ポル スィーマ ダ リニャ

アマラリーニャ オンジーナ イ オ ペロー）

オ トゥレン コーヒ

メストゥレ ビンバ ネグロ フォルチ

エ ポル スィーマ ダ リニャ

ダ マンジンガ ダ バイーア

オ トゥレン コーヒ

エンスィノウ ア カポエィラ

エ ポル スィーマ ダ リニャ

パラ セール ジョガーダ トード ジーア

ト メラード ト メラード

オージ エウ ト アプレンデンド

ト メラード メウ アモール

アマニャン ポッソ エンスィナール

ト メラード メウ アモール

ア ジョガール ア カポエィラ

ト メラード メウ アモール

カポエィラ ヘジォナウ

ト メラード メウ アモール

オブリガード ア カポエィラ

エ ト メラード ト メラード

ペラ ルース キ ヴォセー トゥライス

ト メラード メウ アモール

オブリガード アオ メストゥレ ビンバ

ト メラード メウ アモール

ナォン チ エスケセレイ ジャマイス

ト メラード メウ アモール

カポエィラ エ プラ オーメン メニーノ イ ハパイス

ト メラード メウ アモール

デホタール メストゥレ ビンバ ニンゲーン フォイ カパイス

エ

カポエィラ エ プラ オーメン メニーノ イ ハパイス

デッセンド ア ラデイラ

デホタール メストゥレ ビンバ ニンゲーン フォイ カパイス

ミ デウ ウマ トンテイラ

カポエィラ エ プラ オーメン メニーノ イ ハパイス

イ オ ポーヴォ ダ プレギッサ
ジス キ エウ ト
エ ジ ボベイラ
デッセンド ア ラデイラ

