愛媛マンダリンパイレーツ選手応援歌 ２０１６
＃１

四ツ谷

良輔（よつや

りょうすけ）

＃２５

高井

悠生（たかい

ゆうき）

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 よつや カッセカッセ よつや
かっとばせー よつや～
基本Cパターン（北の大地）

すーべてのー おもーいーをー
むねーに ひーめー
一打に込ーめーてー
たっかい（ドド） たっかい（ドド）
かっとばせー たっかっい
基本Dパターン(オリジナル)

＃３

そーさ １００％しゅうへい
もう頑張るしーかなーいぞー
おまえーのちーからを すーべて
バッートにーこめーてー
かっとばせーさとお さとお さとお
基本Aパターン(勇気100％)

＃２７
小田

健太（おだ

けんた）

見せつけろー 男意気ー
打球はまーるでレーザービームー
スタンードめーがけ突ーきー刺ーせ
打ーて打ーて打て けんた！
かっ飛ばせーおだけんた！おだけんた！おだけんたー
基本Aパターン（レーザービーム）

＃３３
＃５

岡本

仁（おかもと

ひとし）

お～おお～おお おお おかもと～ひと～し～
お～おお～おお おお おかもと～ひと～し～
打て！ おかもと ○○（球場名）のそら～へ
かけろ ア～チ～を～～～～～
単調子
（エンターテイナー）

木村

聡司（きむら

さとし）

想いのせーた打球 グーランド切り裂いて
ヒット ヒット きむらさとしヒット ララララーラ
闘志燃やし尽くせ 全力でかーけあがれ
もっと もっと はなやかな世界へ きむらさーとーしー
きむら(ドドドン)きむら(ドドドン)
単調子（いくぜっ！怪盗少女）
きむら(ドドドン)かっとばせー

白方

克弥（しらかた

かつや）

しょ～りに向けて
こ～ころ燃やせ～
し～らか～た かつ～や
ゆ～めをつかめ～
打てよ～(ドンドン) 打てよ～(ドンドン)
打て しらかたかつや～

基本Dパターン
(メリーアン)

井生

広大（いおう

こうだい）

打てこおーだい 打てこおーだい
たましいこめーて たたかえよ
打てこおーだい 打てこおーだい
ダイアモンドをかけぬけろ
いおう（ドドドン）いおう（ドドドン）
いおう（ドドドン）かっとばせー

＃９

相田

大空（あいだ

＃１０

鶴田

都貴（つるた

＃１３

単調子Aパターン
（希望の唄）

単調子
（つけまつける）

耕大（まつうら

こうだい）

もっと鋭い打球見てみ‐たーい
Go！Go！いけよ飛ばせよー
オレたちーがーついている
愛媛で夢をつかみとれー（オゥ）
まつうら（ドドドン）まつうら（ドドドン）
単調子Aパターン
（夢見る少女じゃいられない）
まつうら（ドドドン）かっとばせー

＃２４

林

敬宏（はやし

たかひろ）

見ーつめるー しーせんにー
ひーかるあーせー（あーせー）
ふーりぬけー いざーとばせー
ゆーめつーかーめー
はやし（ドドドン）はやし（ドドドン）
はやし（ドドドン）かっとばせー

田崎

和哉（たざき

かずや）

小澤

優喜（おざわ

単調子Aパターン
（マリオネット）

ゆうき）

＃６１

吉田

圭志（よしだ

けいし）

伊予魂（試合前に歌おう）

ＨＨＳ（チャンステーマ）
単調子Aパターン
（夏祭り）

ポロ（ラファエル・ポロ）

松浦

たかや）

さあ行こーうぜえひめー
たたかいーの時はきたー
輝く未来はオレたちのもの
見せてくれよ伊予だましー

ラララーラララララララララー
ラファエル・ポロ レッツゴーラララララ
ラララーラララララララララララー言葉にできなーいー
ラファエル（ドドドン）ラファエル（ドドドン）
ラファエル（ドドドン） ラファエル・ポロ！！
単調子Aパターン（キセキ）

＃２２

敬也（ふるかわ

打ーてよー 飛ばーせよー
ここでー いっぱつー
ここでーきめーればー
おとこーだぜけーいしー
よしだ（ドドドン）よしだ（ドドドン）
単調子Aパターン（FF）
よしだ（ドドドン）かっとばせー

ひろき）

きーみーをーまってーたーよー
ひとみーに ひかーる じょうねーつ
きーみーがーめざすーもーの
ここにーはー きっとあるー
つるた（ドドドン）つるた（ドドドン）
つるた（ドドドン）かっとばせー

古川

単調子Aパターン（RPG）

いーふう どーどーう まーえをむけー
いーまこーそ みーせろー
あふれる とーおしー
おざわ（ドド）おざわ（ドド）
かっとばせーおざわ
基本Ｄパターン（威風堂々）

ひろたか）

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～
あいだ～あいだ～（それ）あいだ～
あいだ～あいだ～（それ↑）あいだ～

ミッチ・デニング

気迫でーとばすホームラン
君にむーちゅうさ 見てるよ
走れば―セーフ ホームイン
君がかーつやく 勝利さ
たざき（ドドドン）たざき（ドドドン）
たざき（ドドドン）かっとばせー

＃５５
＃８

しゅうへい）

行けふるかわー 打ちまくれよー
愛媛で名をー とどろかせろー
歓喜のうずー まきおこしてー
いただーきーへーと みちびいてー
かっとばせーふるかわ！ふるかわ！ふるかわ！
基本Aパターン（千本桜）

＃５２
＃７

秀平（さとう

デニングー さあ打とうぜ
ビッグアーチを描こうよ
君ならー行けるはずーさ
未来へのー夢がある―
デニング(ドドドン)デニング(ドドドン)
デニング(ドドドン)かっとばせー

＃５１
＃６

佐藤

（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（わっしょいわっしょい）
オ～オオオ～オ～ オ～オオオ～
（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

ＮＩＰＰＯＮ（チャンステーマ）
ドンドンドドドン（オイ）ドンドドンドドン（オイ） ×２
ドンドンドドドン（パイレーツ）
フレーフレー○○（選手名）
勝利に向けて かっ飛ばせー
レッツゴー○○（選手名）
ラーラーララーララーララー（合いの手はオイ オイ オイ）

俺たちルーキーズ（チャンステーマ）
準備はいいか？ 右手を上げて
そろそろいーくーぜー(Are you ready?)
打順を(回せ)回せ(回せ)回せ 回し続けろ今
後のことは(HEY！) ○○○(選手名)任せ
ランナー(返せ)返せ(返せ)返せ 返し続けろ今
心配ないさ(HEY！) だって俺たちパイレーツ
（さぁ！さぁ！さぁさぁさぁ！）

海賊魂（7回の攻撃前に歌おう）
単調子Aパターン

（紅）

われーらのえひめー しょうーりをつかめー
むねーにひーめたゆーめをー いーまーこーこーでー
ちかーらのかぎりー おおぞらーたーかくー
オレンジのせんーしよー とーもーにいこおー
われらーとーとーもーにー

愛媛マンダリンパイレーツ私設応援団 愛勇会

