愛媛マンダリンパイレーツ選手応援歌２０１5
＃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～
基本Ａパターン
＃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～
基本Ｃパターン
＃3 Ｚａｋ Ｃｏｌｂｙ（ざっく・こるびー）
ザック ザック ザック
ザックコルビー
らららららーら らららららー
ザック（ドドドン）ザック（ドドドン）
ザック（ドドドン）ザック・コルビー
単調子Ｂパターン

＃25 高井 悠生（たかい ゆうせい）

す～べての～ おも～いを～
むね～に ひ～め 一打に込～め～て
たっかい（ドド） たっかい（ドド）
かっとばせ～たっかっい
基本Ｄパターン（オリジナル）
（サウスポー）

＃6 亨彰（りょうしょう）
ショウショウショウ
打てよ リョウショウ（かっ飛ばせー！）
ショウ ショウ ショウ
打てよ リョウショウ（かっ飛ばせー！）
リョウショウ（ﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾝ）リョウショウ（ドドドン）
リョウショウ（ﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾝ）かっ飛ばせー！
単調子Ａパターン

＃27 新井 大成（あらい たいせい）
打～てよ 飛ば～せよ～
それゆけチャンスだ あ～らい
でんこうせっか（電光石化）のバッ～ティング
かっとばせ～ あらい あらい あらい
基本Ａパターン （仮面ライダー）
（北の大地）

（総業祭）

＃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～
基本Ａパターン （走れコウタロー）
＃5 ヘイドーン
HEY ドーン さあ打とうぜ ＢＩＧアーチを描こうよ
君なら～行けるはず～さ
未来への～ 夢があるー
ヘイドーン（ドド） ヘイドーン（ドド） かっ飛ばせ～ ヘーイドン
単調子 （ＲＰＧ）

（じょいふる）

＃7 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 しらかたかつやー
基本Ｄパターン （メリーアン）
＃8 櫟浦 大亮（とちうらだいすけ）
見つめ～る しーせんに
ひーかるあーせー（あーせ）
ふーりぬけーいざー飛ばせー
ゆーめつーかーめー（つかめー）
とちうら（ドドドン）とちうら（ドドドン）
とちうら（ドドドン）かっとばせ～
単調子Ａパターン

（紅）

＃10 鶴田 都貴（つるた ひろき）
きーみーをーまってーたーよー
ひとみーに ひかーるじょうーねつ
きみ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～
単調子Ａパターン

（夏祭り）

＃13 ポロ
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（ ﾄﾞﾄﾞﾄﾝ） ラファエル（ ﾄﾞﾄﾞﾄﾝ）

#４４ 西岡 佑介（にしおか ゆうすけ）
オレンジ～カラーの ほ～こりをむねに～（誇りを胸に）
その～プライド バットにこめろ～（込めろ）
はばたけ～ みらいへ～（羽ばたけ未来へ）
われら～の にしおか～（我らの梶原）
かっとばせー に～しおか に～しおか に～しおか～
基本Ａパターン（リゲイン）
＃51 大道 雄紀（おおみち ゆうき）
お～おお～おお おおおお～みち～ゆう～き～
お～おお～おお おおおお～みち～ゆう～き～
打て おおみち ○○（球場名）のそら～へ
かけろ ア～チ～を～～～～～
単調子（エンターテイナー）
＃55 小澤 優喜（おざわ ゆうき）
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～
おっざわ（ドド）おっざわ（ドド）かっとばせ～おっざわ
基本Ａパターン（威風堂々）
＃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！
基本Ａパターン （勇気100％）

ラファエル （ﾄﾞﾄﾞﾄﾝ） ラファエル・ポロ！！

＃61 吉田 圭志（よしだ けいし）
単調子

（キセキ）

打ーてよ 飛ばーせよー こーこで いっぱつー

ここでー 決めーればー おーとこだぜ け～いし
よしだ(ﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾝ) よしだ(ﾄﾞﾄﾞﾄﾞﾝ)よしだ（ドドドン）かっとばせー

＃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

単調子（ＦＦ）

基本Ａパターン

HHS（チャンステーマ）
（太鼓連打から選手名～♪）×2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）
（エイトマン） 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

＃23 ラベンダー
見せつけろー 男意気
打球はま～るでレーザービーム
スタンドめーがけ 突ーき刺ーせ
打ーて打ーて 打てベロスー
かっとばせー ジョシュア ジョシュア ジョシュア～
基本Ａパターン （レーザービーム）
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～

ＮＩＰＰＯＮ
ドンドンドドドン（オイ） ドンドドンドドン（オイ）×3
フレー フレー ○○（名前） しょうり～にむけて かっ飛ばせ～
レッツゴー○○（名前）ラ～ラ～ララ～ララ～ララ～（合いの手はオイ オイ オイ）
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～
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