愛媛マンダリンパイレーツ選手応援歌２０１３
＃1高田泰輔（たかだたいすけ）
せ～ばんごう いち～の
光る お～とこ たかだ～（たかだ！）
お～ま～え～の 全て～を
ボールに ぶ～つけろ～
かっとばせー たかだ たかだ たかだ～
＃2 四ツ谷良輔（よつやりょうすけ）
ちーかーらのかぎり～に
た～だ～つきすすめ～
こ～ぶ～しを つきあ～げろ
さあ 行こうぜ 行こうぜ よつや！
カッセカッセヨツヤ カッセカッセヨツヤ
かっとばせー よつや～
＃3 岡本雅人（おかもとまさと）
す～べての～ おも～いを～
むね～に ひ～め 一打に込～め～て
おっかもと（ドド） おっかもと（ドド）
かっとばせ～お～かもと

ポイント
通常リズムでテンポ
よく。（たかだ！）の
ところで元気な声で
メガホンを掲げて叫
ぼう
ポイント
終盤のカッセカッセヨ
ツヤからリズムが速
くなるよ。しっかりメ
ガホン叩いて付いて
きて！
ポイント
愛勇会オリジナル
曲。通常リズムで後
半のかっとばせ～お
～かもとは元気よく

＃5 藤長賢司（ふじながけんじ）
い～まこそ 魅せろよ ふじなが～
ふじなが～ ふじなが～
オレらは たよりにしてるぜ 打て～打て
（GOGOふじながLetsgoふじなが
カッセ～カッセ～ふ～じなが）

ポイント
2013は曲変更。後半
の（ ）からはテンポ
が変わるけど、名前
のところで元気よく
叩いて応援しよう

＃10 鶴田 都貴（つるた ひろき）
さくら～さけ きみのむね～の中に
めばえ～た 名もなきゆめ～た～ち
ふりむ～くな うしろには～
あすはないから まえを～向け～
つるた（ドドドン）つるた（ドドドン）
つるた（ドドドン）かっとばせ～

ポイント
アップテンポでメガホ
ン連打！疲れるけど
頑張って叩こう！後
半の連打まで叩いた
ら大きな声でかっと
ばせ～だ！

＃27 飯田 卓（いいだ だく）
打～てよ 打てよ～ 打ちまくれ～
あ～つく つ～よく た～かく
打～てよ 打～てよ～ 打ちまくれ
あの空に 打てよ～打てよ～
いいだ～いいだ～（それ） いいだ～
いいだ～いいだ～（それ↑） いいだ～
＃29 白川 淳一（しらかわじゅんいち）
打てよ～ 打てよ～ し～らかわ～
スタンドめがけて かっとばせ～
走れ～走れ～し～らかわ～
え～ひめ～のほしになれ
かっとばせ～ し～らかわ～
し～らかわ～ し～らかわ～
＃39 高橋佑介（たかはしゆうすけ）
打てよ～打てよ～きょうも打て～
レフト ライト センタ～へ～
見てて～ごらん この おとこ～
かならず きたいに こたえるぞ
たかはし（ﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾝ）たかはし（ドドドン）
たかはし（ドドドン）かっとばせー
＃41 河添徹（かわぞえとおる）
おおおおーオーおおー
オーオーオー オーおお（かっとばせー）
おおおおーオーおおーオーオーオー
かわぞえ（ドドドン）かわぞえ（ドドドン）
かわぞえ（ドドドン）かっとばせー

ポイント
テンポよくメガホンを
叩いた後は、いいだ
～いいだ～とタオル
を回して応援しよう

ポイント
通常リズムで曲に
ノッて応援しよう。足
の速い白川選手に
ガンガン走ってもら
おう！
ポイント
テンポよくメガホン叩
いて応援しよう。（前
奏が入るバージョン
もあるよ）

ポイント
「おおおおおおおお」
ばっかりだから覚え
やすい！メガホンも
たくさん叩くけど

ポイント
＃42 金城（かなぐすく）
さぁ～い～ま いただきめざせ
リズムよくメガホン叩
しょう～りを よびこむ この一打
いて応援しよう!モン
くり～かえ～す そのスイングに
えい～こう と じょうねつの はな～たばを スター級の活躍を期
待やね
か～なぐすく（ドド）か～なぐすく（ドド）
かっとばせ～か～なぐすく

＃13 成廣 築 （なりひろきずく）
われらのね～がい 力に変～え～て～
さあ 魅せてくれ しょ～りのいち～だ
なりひろ き～ず～く～
かっとばせー な～りひろ
な～りひろ な～りひろ
＃22 宏誓 （こうせい）
ゆ～めにーむけ みせてく～れよ
はーばたーけ こう～せ～い
とーおしをもーやせ
ほーしと～なーれー
かっとばせー こーせい
こーせい こーせい
＃23 樋口拓平（ひぐちたくへい）
スタンドめがけて 打て ひぐちー
決めろ！決めろ！打て ひぐちー
だんがんアーチをスタンドへ～
決めろ！決めろ！打て ひぐちー
かっとばせーひぐちーひぐちーひぐちー
＃24 庄司龍之介（しょうじりゅうのすけ）
魅せてくれ～ きーみ～の
す～るどい い～ちだ
き～たえあげた バッ～トで
ゆ～めを きりひらけ～
しょっおっじ（ドド）しょっおっじ（ドド）
かっとばせ～しょうじ
＃25 大井 裕喜（おおいひろき）
い～ふう ど～ど～う ま～えをむけ～
い～まこそ み～せろ
あふれる と～おし～
おっおっい（ドド）おっおっい（ドド）
かっとばせ～おっおっい

＃51 山下太一（やましたたいち）
はしれーはしれーやまーしーた
ダイアーモンドをかけぬーけーろ
ゆめにーたどりーつくーまーで
ちからーのかぎり はしりーぬーけ
かっとばせ～や～ました
や～ました や～ました
＃52 後藤龍輝（ごとうりゅうき）
そーさ１００％りゅうき～
もう がんばるしーかな～いぞ～
おまえ～の ち～からを す～べて
バッ～トに～ こめ～て
かっとばせーごとお ごとお ごとお！

ポイント
通常リズムで曲にノッて応
援しよう！彼のバットが願
いを受けて大きな当たりを
飛ばせるように
ポイント
通常リズムで曲にノッてテ
ンポよく応援しよう！熱い
声援が彼を大きく羽ばたか
せるぞ

ポイント
通常リズムでテンポよく応
援しよう。ここぞという場面
できっと打ってくれるぞ

ポイント
基本の通常リズムの曲。後
半のところは（ドド）でメガホ
ンを叩いて、最後はリズム
が変わるけどかっとばせ～
しょうじ！を元気よく
ポイント
座右の銘が「威風堂々」と
いうことでクラッシクから選
曲。アップテンポで元気よく
応援しよう

ポイント
通常リズムでテンポよく、メ
ガホン叩いて応援しよう。
きっと活躍してくれるぞ

ポイント
歴代強打者が使ってた曲
だ！通常リズムでテンポよ
く、メガホン叩いて応援しよ
う。

伊予魂（試合前に歌おう）
さあ～行～こうぜ えひめ～ たたかい～の時は 来た～
輝く 未来は オレたちのもの～ みせてくれよ 伊予だまし～
海賊魂（7回の攻撃前に歌おう）
われーらの えひめー しょう～りを つかめ～ むね～に ひ～めた ゆ～めを
い～ま～ここで～ ちか～らのかぎり～ おおぞら～た～かく～
オレンジ～のせん～しよ と～もに～いこう～ われら～と と～も～に～
HHS（チャンステーマ）
（太鼓連打から選手名～♪）×3回（3回目は選手名をかっとばせ～に変えて）
オ～オオオ～オ～オ オ～オオオ（わっしょいわっしょい）
オ～オオオ～オ オ～（選手名）～
（GO！ﾄﾞﾄﾞﾝﾄﾞﾄﾞﾝGO！ﾄﾞﾄﾞﾝﾄﾞﾄﾞﾝGO！ﾄﾞﾄﾞﾝﾄﾞﾄﾞﾝ）選手名
（GO！ﾄﾞﾄﾞﾝﾄﾞﾄﾞﾝGO！ﾄﾞﾄﾞﾝﾄﾞﾄﾞﾝGO！ﾄﾞﾄﾞﾝﾄﾞﾄﾞﾝ）選手名
連打連打♪(チャンステーマ）
（かっ飛ばせ～れんだ～←この部分からラッパで前奏）
（ドンドンドン）
れんだれんだ～♪かっ飛ばせれんだ～♪
れんだれんだ～♪かっ飛ばせれんだ～♪
れんだ（ドドドン）れんだ（ドドドン）れんだ（ﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾝ）かっ飛ばせ～♪
愛媛マンダリンパイレーツ私設応援団

愛勇会

