カープ応援ガイドの選手応援歌
田中広輔 コウスケ
2
♪赤く燃え上がる 夢見たこの世界で
研ぎ澄ませそのセンス 打てよ広輔
4

♪鋭く引っ張って 華麗に流し打ち
基本はセンター返し それが小窪哲也

6

梵

7

堂林

ソヨギ
♪燃えろ燃えろ梵 勝利を目指し走れ
決めろ足とパワーで 打てよ英心
ドーバヤシ
（飛ばすチャンスの①「ショウタ」）

♪光り輝く その道を かけぬけて
魅せろ 堂林SHOW TIME!(ショウタ)

（54船越）
♪頂上突撃（○○選手名）命燃やせ（○○選
手名）強く高く 跳ねろ若鯉

49 天谷 アマヤ

「熱く燃えろ（○○選手名） 熱く燃えろ（○○
選手名）」スクワットはナシです。

♪ここで男あげろ 打つぞバット響かせて
明日のカープ担うは 天谷宗一郎

51 鈴木誠也 セイヤ
♪誠の道進み チームに流れを呼べ
荒川から架けろ 夢の赤い橋
55 エルドレット ブラッド
♪エルドレッド エルドレッド
ホームラン
エルドレッド エルドレッド
無限のパワー

※SHOW TIMEは「ショウタ」と読みます！

9

丸

ヨシヒロ
♪豪快に打ちまくれ 颯爽と駆けまわれ
輝け丸佳浩 いただき掴み取れ

安部
アッベ
60
♪新しい時代に 今手を伸ばせ
終わらぬ夢の先に 導いてくれ

汎用テーマ（プロ入り５年目以降選手）
（0上本、00中東、32白濱、43土生、
59美間、61磯村）
～音楽～（○○選手名） ～音楽～（○○選
手名）♪さぁ勝利 への道 切きり拓け
「（①選手名） （①選手名） 熱く燃えろ
（○○選手名）」
※スクワットはナシです。
※コール 00中東「なかひがし」(①「なおき」)、 59美間「ミマユウキ」

ピッチャーテーマ
♪振らな 何もはじまらないから
強気でイチかバチか フルスイング
※12九里「くりあれん」、19野村祐「ゆうすけ」、22中村恭「きょうへい」
42ジョンソン「クリス」、47小野「じゅんぺい」、53戸田「とだたかや」
98佐藤「しょうま」

63

10 岩本 イワモト
♪打てよ岩本 右へ左へ
飛ばせ岩本 遥か彼方まで

はねろ若鯉（プロ入り４年目までの選手）

44 松山 マツヤマ
♪闘志を燃やし 鋭く振りぬけ
さぁかっとばせ さぁ打ちまくれ
われらの松山

小窪 コクボ

[前奏]♪こくぼのこ「こ」、こくぼのく「く」、
こくぼのこ「ぼ」♪♪「こ・く・ぼ！」
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西川

にしかわ
♪気高きその勇姿 ならぶ者は無いさ
我等に希望の光 見せてくれ

外国人選手テーマ
♪海を渡ってやってきた みんなの夢を
大きく掴もうぜ 遥かなる空に

25 新井 アライ
♪赤い心見せ 広島を燃やせ
空を打ち抜く大アーチ

【

27 會澤 ツバサ
♪いざ大空へ翔ばたけ 熱い想い乗せ
勝利へ導く一打 決めろよ翼

31 石原 イシハラ
♪南の夜空に赤く 輝くいちばん星
広島にゆめを運ぶ 石原慶幸

チャンステーマ

】

チャンス・スーパー

極チャンス（チャンステーマ４）

[前奏]

[前奏]♪ここで、おーまーえがきめろー
♪輝くゴールを目指し、男はきめるべき時が
ある、どでかく赤い魂燃やせ
♪ぶちぶちかませよー ぶちぶちかませよー
「お・ま・え・が・きめろ ○○」

♪オーオオオオオー（４回）
♪ ◯◯！ ♪ オーーオイオイオイオイ
♪ ◯◯！ ♪ オイッ オイッ オイッ
♪命かけた 勝負の舞台 恐れずに進め！

[太鼓の音に注意]

33 菊池 キクチ
[前奏]はじまりーの、鐘がー鳴る！
（き！く！ち！） 広島伝説
♪光を追い越して
メーター振り切り 駆け抜けろ
止まらないぜ！韋駄天 菊池

下水流
しもずる
35
♪昂（たかぶ）るその魂
バットに宿らせて
飛ばせ 強烈な打球で 勝利を呼べ
37 野間 タカヨシ
♪鋭い打球飛ばせ
赤い流星のように

自慢の俊足魅せろ
走れタカヨシ

38 赤松 あかまつ
♪今だ魅せろ君の 果敢な姿を
赤い星を捉え そこで君が輝け

(ドン ドン) 期待に (ドン
(ドン ドン) 勝利の (ドン
「ここで決めろ ◯◯」

ドン) 応え
ドン) 一撃

飛ばすチャンス（チャンステーマ３）

宮島さん
♪宮島さんの神主が おみくじひいて
申すには 今日も カープは
かーち、かーち、かっちかち
うー、ワッショイワッショイ、
うー、ワッショイワッショイ
今日もカープは
かーち、かーち、かっちかち
「ばんざーい、ばんざーい、ばんざーい」

（曲が演奏される前にスリーコール）
[大きな声で]ひーろしまっ！
♪ワッショイ ♪ワッショイ
♪ワッショイ ♪ワッショイ
♪オイオイオイ ♪オイオイオイ ♪オイオ
[おぉーー]○○ ✕４（選手①コール名４回）ハイパーユニオン
「△△○○（最初のスリーコールと同じコール）」
(笛 ピッピッピッ・・・)

チャンステーマ2

オイ！
(笛 ピッピッピッ・・・) オイ！
やっぱりカープがナンバーワン

♪かっせかっせ○○ かっせかっせ○○
♪かっせかっせ○○ ○○（○○は選手名） やっぱりカープがナンバーワン
「ひ・ろ・し・ま ひーろーしま GoGoGo!」 Ｃ・Ａ・Ｒ・Ｐ カープ

★
♪♪♪♪♪♪フウフウ！！
♪讀賣倒せ 讀賣たおーせ 讀賣たおーぉ
♪♪♪♪♪♪フウフウ！！
かっ飛ばせよ かっ飛ばせよ
♪♪♪♪♪♪フウフウ！！
勝つぞ勝つぞ カープ「讀賣倒せよ！」
やっぱりカープがナンバーワン！
（讀賣の部分は、必要に応じて阪神とか讀賣など）
（一本指を上）
やっぱりカープが やっぱりカープが
マルチテーマ（投手交代、試合終了） やっぱりカープが やっぱりカープが
[前奏]♪オガター、オーガタ、オガター
やっぱりカープがナンバーワン
やっぱりカープがナンバーワン
♪この一打に闘志燃やして
Ｃ・Ａ・Ｒ・Ｐ カープ
勝利の地へ駆け抜けろ
「広島！広島！ひ！ろ！し！ま！」
（★から繰り返し）

コンバットマーチ
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