
埼玉西武ライオンズ応援団 

※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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1 栗⼭ 巧 (くりやま) 
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 
 

2 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 
敵を蹴散らせ 薙ぎ倒せ 度胸魅せろ岡⽥ 
 

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 
やまかわ やまかわ やまかわ ほたか×2 
 

5 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 
みてみたいな 夢中になれる君 いくぞ前進 その先へと 
ラ ラーラ ラ ラーラ とのさきしゅうた ×3 
 

6 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 
 

7 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︕） 

⾛れ⾦⼦︕ さあ⼀歩踏み出してその瞬間
と き

をつかめ (かねこ︕) 
 

9 ⽊村 ⽂紀 (きむら) 
⼼に秘めた想いを フルスイングでぶちかませ 
継続は⼒になるから ⾃分を信じて突っ⾛れ 
 

10 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 
 

22 コーリー・スパンジェンバーグ (スパンジー) 
スパンジェンバーグ×8  ウォオオウォオオオオオ We are the Victory 
ウォオオウォオオオオオ We are the Lions スパンジェンバーグ 
 

32 永江 恭平 (きょうへい) 
バットに込めた気持ち 打ち放てよその願いは⼤空へ 永江恭平 
 

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︕） 
 

60 中村 剛也 (なかむら) 
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 
 

99 エルネスト・メヒア (メヒア) 
エルネスト メヒア ホームランキング ラララララララー ×2 
エルネスト メヒア ラーラーラ ラーラーラー 
エルネスト メヒア ララララー ×2 
 

汎⽤テーマ（A)  ※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 
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)︕ 
 
※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。 
例）⼭⽥→「やま〜だ〜」、呉念庭→「うね〜んてぃ〜ん〜」、愛⽃→「あい〜と〜」 
※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→・・・ 
なお、代⾛での出場でも A B は割り振られます。 
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呉選⼿が出場した
場合、呉選⼿には「汎⽤ B」が割り振られます。 

 

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 
 
（男性）︓歓声浴びて いざゆけ 魅せろ 熱い獅⼦の魂 

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 
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フラッグ トゥ ビクトリー 
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 
 

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 
 

吠えろライオンズ 
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 
 

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） 

 

選⼿コール⼀覧 
選⼿名 コール 選⼿名 コール 

⽔⼝ ⼤地 みずぐち 柘植 世那 つげ 

栗⼭ 巧 くりやま 牧野 翔⽮ まきの 

岡⽥ 雅利 おかだ 呉 念庭 ウーネンティン・ネンティン 
 

⼭川 穂⾼ やまかわ ⽥村 伊知郎 たむら 

⼭野辺 翔 やまのべ 井上 広輝 いのうえ 

外崎 修汰 とのさき 與座 海⼈ よざかいと 

源⽥ 壮亮 そうすけ 本⽥ 圭佑 ほんだ 

⾦⼦ 侑司 かねこ 鈴⽊ 将平 しょうへい 

⽊村 ⽂紀 きむら 松岡 洸希 まつおか 

森 友哉 ともや・もりともや 武隈 祥太 たけくま 

今井 達也 いまい ショーン・ノリン ノリン 

渡邉 勇太朗 わたなべ 中塚 駿太 なかつか 

⾼橋 光成 こうな ⻄川 愛也 にしかわ 

増⽥ 達⾄ ますだ ⼭⽥ 遥楓 やまだ 

宮川 哲 みやがわ 愛⽃ あいと 

松坂 ⼤輔 まつざか ザック・ニール ニール 

松本 航 まつもと 川野 涼多 かわの 

多和⽥ 真三郎 たわた 國場 翼 こくば 

⿑藤 ⼤将 さいとう 熊代 聖⼈ くましろ 

浜屋 将太 はまや 森越祐⼈ もりこし 

⼗⻲ 剣 とがめ 
 

中村 剛也 なかむら 

スパンジェンバーグ スパンジー 平良 海⾺ たいら 

野⽥ 昇吾 のだしょうご 駒⽉ 仁⼈ こまづき 

平井 克典 ひらい 綱島 ⿓⽣ つなしま 

粟津 凱⼠ あわつ 上間 永遠 うえま 

内海 哲也 うつみ ⼾川 ⼤輔 とがわ 

森脇 亮介 もりわき 相内 誠 あいうち 

⼩川 ⿓也 おがわ 藤⽥ 航⽣ ふじた 

榎⽥ ⼤樹 えのきだ 岸 潤⼀郎 きし 

佐藤 ⿓世 りゅうせい 川越 誠司 かわごえ 

永江 恭平 きょうへい ⾼⽊ 渉 たかぎ 

リード・ギャレット ギャレット ⿑藤 誠⼈ さいとう 
 

佐野 泰雄 やすお エルネスト・メヒア メヒア 

伊藤 翔 いとう 辻 発彦 つじ 

 


