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広島東洋カープ選手別応援歌２０１９
１ 鈴木 誠也
２ 田中 広輔
４ 小窪 哲也

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 (コール：誠也)
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 (コール：広輔)
（前奏）♪～ こ！ ♪～ く！ ♪～ ぼ！ ♪～ こ！く！ぼ！
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 (コール：小窪)
５ 長野 久義
前だけを見据えて 新たなステージで 強靭(きょうじん)な敵に今 立ち向かえ長野 (コール：長野)
６ 安部 友裕
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 (コール：安部)
７ 堂林 翔太
光輝く その道を 翔(か)けぬけて 魅せろ 堂林 ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ！ (コール：堂林)
１０ 岩本 貴裕
打てよ岩本 右へ左へ 飛ばせ岩本 遥か彼方まで (コール：岩本)
２７ 會澤
翼
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 (コール：翼)
３１ 石原 慶幸
南の夜空に赤く輝く いちばん星 広島に優勝（ゆめ）を運ぶ 石原慶幸 (コール：石原)
３３ 菊池 涼介
（ファンファーレ）始まりの鐘が鳴る～ 菊池！ 広島伝説～
光を追い越して メーター振りきり駆け抜けろ 止まらないぜ 韋駄天菊池 (コール：菊池)
３５ 下水流 昂
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 (コール：下水流)
３７ 野間 峻祥
鋭い打球飛ばせ 自慢の俊足見せろ 赤い流星のように 走れタカヨシ (コール：峻祥)
３８ 赤松 真人
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 (コール：赤松)
５５ 松山 竜平
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 我等の松山 (コール：松山)
６３ 西川 龍馬
気高きその勇姿 比（なら）ぶ者は無いさ 我等に希望の光 見せてくれ (コール：龍馬)
９５ バティスタ
強烈に痛烈に ぶちかませよ今だ！ ケタ外れのパワーで 飛ばせスタンドへ (コール：バティスタ)
助っ人外国人テーマ 海を渡ってやって来た みんなの夢を 大きくつかもうぜ 遥かなる空に (コール：○○)
跳ねろ若鯉
頂上突撃 ○○！ 命燃やせ ○○！ 強く高く 跳ねろ若鯉
熱く！燃えろ！○○！ 熱く！燃えろ！○○！ （スクワット無し）
汎用テーマ
♪～ ○○！ ♪～ ○○！ さぁ勝利への道 切り拓(ひら)け
（太鼓）○○！（太鼓）○○！ 熱く！燃えろ！○○！ （スクワット無し）
ピッチャー
振らな 何も 始まらないから 強気でいちかばちか フルスイング (コール：○○)
マルチテーマ
（イントロ）♪～ （☆）♪声（ラーララ ララララ ラーララー）♪声（ラーララ ララララ ラーララー）
「攻めろ！」
♪声（ラーララ ララララ ラーララー）♪声（打ちまくれ 広島） × × × × ××（そーれ）
♪声（ラーララ ララララ ラーララー）♪声（ラーララ ララララ ラーララー）
♪声（ラーララ ララララ ラーララー）♪声（攻めろー 広島） × × × × ××（わっしょい）
×（ひ）×（ろ）×（し）×（ま）××（わっしょい）【←３回繰り返す】 （☆）に戻る
マルチテーマ緒方
（緒方孝市ファンファーレ）
この一打に 闘志燃やして 勝利の地へ 駆け抜けろ
広島！ 広島！ ひ！ろ！し！ま！
マルチテーマＧＯ

♪♪♪♪ ぉぉぉぉおおおお！ ♪♪♪♪ ぉぉぉぉおおおお！
♪♪♪♪ ぉぉぉぉおおおお！ ♪♪♪♪ 広島！
♪♪♪（×××（手拍子）） ♪♪♪（×××（手拍子）） ♪♪ ゴー！ゴー！ひろしま！
ひろしま！ ひろしま！ ゴー！ ゴー！ ひろしま！
ひ！ろ！し！ま！ ひろしまゴーゴーゴー

コンバットマーチ

○○倒せ ○○倒せ ○○倒せ かっ飛ばせよ かっ飛ばせよ 勝つぞ勝つぞカープ

チャンステーマ３

（スリーコール）（☆）♪♪ 広島！
♪♪♪♪♪♪ 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！
♪♪♪♪♪♪♪♪♪ （太鼓）○○！（太鼓）○○！（太鼓）○○！（太鼓）○○！
（ワンコール）（☆）に戻る

チャンステーマ４

(ファンファーレ)♪♪♪おまえがきめろ～
(☆)輝くゴールを目指し 男は極(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！ ♪～ ぶちぶちかませよ！
♪♪♪♪♪ おっ！まっ！えっ！がっ！きめろ！○○！ (☆)に戻る
(イントロ)♪～♪～♪～♪～
（☆）オーオオオオオー オーオオオオー オーオオオオオー オーオオオオー オーオー
（太鼓）○○！（太鼓）オー！ オイ！オイ！オイ！オイ！
（太鼓）○○！（太鼓）オイ！オイ！オイ！オイ！ 命かけた勝負の舞台 恐れずに進め！
（太鼓）期待に！（太鼓）応える！（太鼓）勝利の！（太鼓）一撃！
ここで！ 決めろ！ ○○！ (☆)に戻る

チャンス・スーパー

それ行けカープ

カープ カープ カープ 広島 広島カープ
空を泳げと 天もまた胸を開く 今日のこの時を 確かに戦い
はるかに高く はるかに高く 栄光の旗を立てよ カープ カープ カープ 広島 広島カープ

燃える赤ヘル
僕らのカープ
ハイパーユニオン

空の青さに生き生きと はねてあばれる鯉のぼり あれがカープのファイトだよ みどり輝くグランドに
今日も火を吐く好ゲーム いつでも若くたくましく 燃える赤ヘル僕らのカープ 僕らのカープ
(笛) オイ！ (笛) オイ！
(☆)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 Ｃ！Ａ！Ｒ！Ｐ！カープ！
♪～ フウフウ！ ♪～ フウフウ！ ♪～ フウフウ！ やっぱり！カープが！ナンバーワン！
やっぱりカープが！？(４回繰り返す) (☆)に戻る
踊る風 はずむ大空 真っ赤な太陽 額に流れる 汗は勲章さ グラウンド 白いボールに 夢を託して
戦う男は美しい 新たな伝説が ここでまた生まれる 不屈の闘志と 勇気を 胸に
カープ！ 我らの誇り カープ！ 我らのよろこび カープ！ 願いはひとつ
勝利を我らに！ 君は勝つ！ Let's Win!
宮島さんの神主が おみくじ引いて申すには 今日もカープは 勝ち勝ち勝ち勝ち 【２回繰り返す】

勝利を我らに！
～Let's Win!～

宮島さん

※ 全国広島東洋カープ私設応援団連盟（以下「連盟」という）が作詞・作曲した応援歌に関しましては連盟に帰属します。
全国広島東洋カープ私設応援団連盟

