埼玉西武ライオンズ応援団

埼⽟⻄武ライオンズ応援団 選⼿別応援歌(2022 年)
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栗⼭ 巧

(くりやま)

60

中村 剛也

(なかむら)

勝利に向かって 進め今こそ ⽣み出せチャンスを いざ栗⼭

その胸を焦がす 炎のままに 気迫で打ち抜くんだ バックスクリーン
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68

岡⽥ 雅利

(おかだ)

魅せろ岡⽥ 打ちまくれ プライドかけて熱くなれ

岸 潤⼀郎

(きし)

⾶ばせ彼⽅へ 駆けろ夢のその先へ まことの道を拓き進め 岸潤⼀郎

敵を蹴散らせ 薙ぎ倒せ 度胸魅せろ岡⽥

汎⽤テーマ（A)
3

⼭川 穂⾼

(やまかわ)

⼭川穂⾼ここで⼀発 ⾼らかにアーチ描こうぜ
皆の願いバットにのせて ⾶ばせ遥か彼⽅まで

※個⼈応援歌のない選⼿

夢を⾒た この世界で 勝利の雄叫び上げろ若獅⼦の⼒を ⾒せてくれ

汎⽤テーマ (B)

※個⼈応援歌のない選⼿

やまかわ やまかわ やまかわ ほたか×2

流した汗はすべて 努⼒の結晶だ
がむしゃらに掴めチャンス いけ︕●●(選⼿名)︕
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※汎⽤テーマ B の●●(選⼿名)の部分が「3 ⽂字の選⼿」の場合の歌い⽅は「○○〜○」になります。

外崎 修汰

(とのさき)

駆け上がれ 夢の舞台へ 無我夢中に ⾛れ早く

※汎⽤テーマを使⽤する選⼿への振り分けはホームゲームとビジターゲームによってルールが異なります。
・ホームゲームの場合︓A→B→A→B→・・・

ビジターゲームの場合︓B→A→B→A→・・・

みてみたいな 夢中になれる君 いくぞ前進 その先へと

なお、代⾛での出場でも A B は割り振られます。

ラ ラーラ ラ ラーラ とのさきしゅうた ×3

た場合、⼭⽥選⼿には「汎⽤ B」が割り振られます。
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源⽥ 壮亮

(そうすけ)

（この場所で輝け 魅せろ壮亮）
泥にまみれて 培った 今ここで魅せろ 源⽥の⼒
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⾦⼦ 侑司

(かねこ)

（ラーラララー ラーラララーラー ラーラララー ラララー かねこ︕）
と き

⾛れ⾦⼦︕ さあ⼀歩踏み出してその瞬間をつかめ (かねこ︕)
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森 友哉

(もりともや・ともや)

無限に昇る 華を此処で咲かせろ ⽇本を背負う侍 戦いの時だ

35

若林 楽⼈

(わかばやし)

栄光への道 君が切り拓け あの頂⽬指して ⾛り出す瞬間

37

柘植 世那

(つげ)

鍛えた努⼒を胸に 闘志を燃やして
打ちまくれ守り抜け 獅⼦の男

39

呉 念庭

柘植世那

(うーねんてぃん)

我らの願いを背に （安打︕呉念庭）

例）⼭野辺選⼿が代⾛で出場して「汎⽤ A」が割り振られた。その後、⼭野辺選⼿の打席で代打で⼭⽥選⼿が出場し

投⼿のテーマ

※個⼈応援歌のない選⼿

気持ちと技で 真っ向勝負 敵を倒し我らを 勝利へ導け

外国⼈のチャンステーマ①
お祭り気分の空がある お祭り気分の⾵が吹く
お祭り気分で ソーレワッショイ ホームラン○○(選⼿名)

外国⼈のチャンステーマ②
ユーロビートに合わせ 進むこの道を○○(選⼿名)
光浴びて Wow Wow Wow みなぎるエナジー

チャンステーマ 1
いざ⾏け チャンスだ 勝利の雄叫び 我らが王者だ ⽩い獅⼦レオ

チャンステーマ 2
光り輝く ⽇はまた昇る 燃える男だ チャンスに強いぞ○○(選⼿名)

チャンステーマ 3
(打ち込め 今がチャンスだ オオオオー)
オーオーオーオー レッツゴー チャンスだ ○○(選⼿名)
オーオーオオオオ レッツゴー 打ち抜け ○○(選⼿名)

チャンステーマ 4
オーオオーオオー オオオオオオオー オオオーオオーオオー オオオオー オーオー

渋く熱く魅せてくれ さぁ今だ決めてやれ （呉念庭 加油︕）
（男性）︓歓声浴びて いざゆけ 魅せろ 熱い獅⼦の魂

53

愛⽃

(あいと)

溢れ出す野⽣感 怪⼒⾒せつけて
グラウンドで暴れ回る 男の名は愛⽃

58

熊代 聖⼈

(くましろ)

速球貫け（くま︕） 打て進め（くま︕）
ギアを上げて（くま︕）加速しろ（くま︕） 魅せろ熊代（くましろ︕）

ラーララーラーラ 頼むぞ 今だ ○○○○(選⼿名)
（⼥性）︓歓声浴びて 今だ ⻘く染まるスタンド 狙え
ラーラーラララ 決めろ ○○○○(選⼿名)
ラーララーラーラララララー ララララーララーララララララー
ラーララーラーラララララー ララララーララーラララー
オーオオーオオー オオオオオオオー ○○○○(選⼿名)
オーオオーオオー オオオオオオオー ○○○○(選⼿名)
オオオーオオーオオー オオオオー オーオー

※許可なく、応援歌の内容の全て⼜は⼀部をいかなる⼿段においても複製・転載・流⽤・転売・複写等することはおやめください。
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フラッグ トゥ ビクトリー

吠えろライオンズ

打てー○○○○(選⼿名) 打てー○○○○(選⼿名) ×2
ララララー ラララ ラーララー ラーララララーララー
オーオー オオオ オーオオー オー オオオオー

吠えろライオン かっ⾶ばせライオン
吠えろライオン ⻄武ライオンズ
僕らは待っている 輝きの瞬間 熱く燃える⼿で 勝利をつかめ
打てよ⾛れよ戦いはこれから （ＧＯ︕ＧＯ︕）
吠えろライオン かっ⾶ばせライオン
吠えろライオン ⻄武ライオンズ

かっ⾶ばせ若獅⼦
若獅⼦打線だソーリャセ 右に左に乱れ打ち
カッセ カッセ カッセカッセカッセ

チャンステーマ(セブン)
(完全燃焼○○ ○○)
セブン セブン セブン セブン ○○○○(選⼿名)
それ⾏け○○ ホームラン
⾏くぞ銀河の果てまでも ○○○○(選⼿名)

チャンステーマ(ジェットミサイル)
ジェットミサイルが⾶ぶよ スタンド超えて 鉄⼈リストで狙え ぶちかませ空へ

サンバソーリャセ
ソーリャセ ソーリャセ ソーリャセ ソーリャセ
ソリャセ ソリャセ ソリャセ ソリャセ

若き獅⼦たち
緑の森にいま沸きあがる 熱い祈りの⼤歓声が
きたえぬかれた若き獅⼦たち 気⾼く進め勝利はそこに
ウィー・アー・ザ・ライオンズ オー・オー・オー・ライオンズ
ウィー・アー・ザ・ライオンズ オー・オー・オー・ライオンズ

新 V のシナリオ
Oh レオがゆくよ (イントロ)
常勝軍団埼⽟⻄武 みんなの希望と夢のチーム
Wow Wow ライオンズ 永久(とわ)の道を今
光を⾶び越えて Oh レオがゆくよ

【球団歌】 地平を駈ける獅⼦を⾒た
陽は昇り ⾵熱く 空燃えて 地平を駈ける獅⼦を⾒た
激しく 雄々しく 美しく たて髪 虹の尾をひいて
※アアア ライオンズ ライオンズ ライオンズ
ミラクル元年 奇跡を呼んで
獅⼦よ 吠えろよ 限りなく
ライオンズ ウォウォウォ ライオンズ
ウォウォウォ ライオンズ ライオンズ（※得点時）

《ファンのみなさんへのお願い》

今シーズンも、新型コロナウィルス感染対策として、応援歌の合唱や大きな声による声援は禁止となってい
ます。球場内における応援ルールの詳細はライオンズホームページ等でご確認いただき、引き続きみなさんの
ご協力をお願いいたします。
ライオンズ HP から引用、抜粋

※2022/3/24 時点

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応として、今シーズンも飛沫感染リスク、接触感染リスク防止の観点から原則、応援歌
合唱、大声での応援、ハイタッチ等の接触は禁止となります。
・ゲートフラッグ(両手持ちの旗)について
外野指定席(B・ビジター※１)・外野指定席 B 後方立見・ユニバーサルデッキのみで使用可とさせていただきます。
※1 ビジター外野指定席の一部ブロック（182、184 ブロックの全席）でゲートフラッグは使用できません。
・自席にてタオルやユニフォームを掲げる、左右に振るなどの応援は可能です。
・応援フラッグ：使用可
・ビクトリーバルーン：当面の間、使用禁止とさせていただきます。

なお、ビジター球場での応援活動につきましては、各球団によって認められる応援方法が異なるため、統一
された応援ができない場所もありますが、ご理解ください。

※許可なく、応援歌の内容の全て⼜は⼀部をいかなる⼿段においても複製・転載・流⽤・転売・複写等することはおやめください。

