オールスターゲーム 2018

パ・リーグチャンステーマ一覧（一部）

★千葉ロッテマリーンズ

◆オス! チャンス(改)

◆アタックテーマ

【前奏：(お楽しみは?) これからだー!

(演奏)ｵｲ!×4 ﾚｯﾂｺﾞｰﾚｯﾂｺﾞｰ○○!
(演奏)オオｵｰ(演奏)オオｵｰ 強気で振りぬけ

ﾜﾝ! ﾂｰ! ｽﾘｰ! ﾌｫｰ! おー よっしゃ行くぞー!】
○○!

◆チャンスメイクテーマ

行け行け行け行け 押せ押せ押せ押せ
撃て撃て撃て撃て 撃て! 撃て! ○○!

そうだ今こそ戦おう つかめ勝利をマリーンズ
◆チャンステーマ 1

行け行け行け行け 押せ押せ押せ押せ
オイオイオイオイ オイ! オイ! ○○!

オイ!×3 ○○! (演奏)○○! (演奏)オイ!×3 ○○!

行け! 行け! 押せ! 押せ!

オオオ… そーれそれそれ オオオ…

Go Go Let's Go! Let's Go ○○!

◆チャンステーマ 2

行ーけ! 押ーせ! おー よっしゃ行くぞー!

(演奏)オイ!(演奏)オイ!(演奏)オイ!
○○! ここで決めろ ○○! 熱く燃えろ(×2) ｵｰ○○!
◆チャンステーマ 3

★東北楽天ゴールデンイーグルス
◆チャンステーマ 1

(演奏)ﾚｯﾂｺﾞｰ (演奏)○○!

(前奏)ときは来たり 荒鷲よ翔べ 我らの敵はいない

燃え上がれ 燃え上がれ 勝利をつかみとれ

GoGoGo イーグルス

(演奏)○○! (演奏)攻めろ今こそ

スタミナ満点 止められない

◆チャンステーマ 4

杜の都の牛タンパワー
ﾜｯｼｮｲﾜｯｼｮｲ

◆チャンステーマ 2

(演奏)○○! ○○!(演奏)ｵｲ!×3 ○○!

(前奏)東北の空へ羽ばたけ 狗鷲戦士よ

ラララ… さぁ男ならば その魂ぶつけろ

解き放て ここで打つんだ 男の意地にかけて ○○!

◆チャンステーマ 5

立ち上がれ 狗鷲戦士よ

千!葉!ロッ!テ!(ドラム)○○!

ラララ… オオオ…

◆交流戦限定応援歌

勝利目指して!

◆マルチテーマ
限りない高みを目指して この歌を背に受け今闘え ﾗﾗﾗﾗﾗｰ

我らパシフィカン 世界のロッテ
倒せ(相手チーム名) 無敵のロッテ

◆関西限定チャンステーマ 1
気迫の一撃 空の彼方へ 勝利を目指し 突き進め
○○!○○! 打て! 打て! 絶対勝つぞイーグルス!

★福岡ソフトバンクホークス

◆関西限定チャンステーマ 2

◆チャンステーマ 1
ﾜｯｼｮｲﾜｯｼｮｲ ○○!
行け!

打て!

○○!
ﾜｯｼｮｲﾜｯｼｮｲ ○○!

○○!

熱くなれ!

◆チャンステーマ 2

ｵｲｵｲｵｲｵｲ!

○○!

ｵｲ! ｵｲ! ○○!

大胆不敵に打ちまくれ このﾁｬﾝｽで燃えろ 振り抜け○○!
◆関西限定フィーバーテーマ
[ｵｰｵｰｵｰ(ﾜｯｼｮｲ!) ｵｵｵｵｵｰ(ﾜｯｼｮｲ!)]

x4

○○!○○!○○! 燃えろ燃えろ ○○! かっ飛ばせ ○○!

ﾌｨｰﾊﾞｰﾀｲﾑ暴れまわれ なりふり構わず攻めまくれ

ﾁｬﾝｽに強いガッツマン 我らの○○! かっ飛ばせ○○!

東北の夢を乗せ 頂点目指して突っ走れ ﾗﾗﾗ…せーの!

◆チャンステーマ 3（鷹の爪）

◆関西限定マルチテーマ 1

(前奏)勝利を掴みとれ ○○!

ﾗﾗﾗﾗﾗｰﾗﾗﾗﾗﾗﾗﾗｰﾗﾗｰ ｵｲ! ｵｲ! ｺﾞｰｺﾞｰﾚｯﾂｺﾞｰｲｰｸﾞﾙｽ!

勝利に向かって突き進め

ﾗﾗﾗﾗﾗｰﾗﾗﾗﾗﾗﾗﾗｰﾗﾗｰ ｵｲ! ｵｲ! ｵｲ! ｵｲ! ｵｲ!ｵｲ!ｵｲ!

打ちまくれ打ちまくれ

お前の力を見せてくれ それ行け 「選手名」

[ｵｲ! ｵｲ! 絶対勝つぞイーグルス!] x2

.... [男] ここで決めろ [女] ここで決めろ [全]○○!

限りない高みを目指して この歌を背に受け今戦え

◆鷹の道

◆関西限定マルチテーマ 2

行けよ男たち チャンスだ燃え上がれ

[Oh…我らの誇り 勝利を信じて進め ﾚｯﾂｺﾞｰｲｰｸﾞﾙｽ]x2

俊足巧打で突き進め それが鷹の道

輝く舞台 戦え熱く 東北のﾊﾟﾜｰを見せろ このｸﾞﾗﾝﾄﾞで

★北海道日本ハムファイターズ

◆丑男/COW BOY

◆西日本限定チャンステーマ
(演奏)ｵｲ!(演奏)○○!

[ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 1](歌なし)

(演奏)ｵｲ!(演奏)ｵｲ!ｵｲ!ｵｲ!

[ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 2]熱き情熱 あかく染まり 蒼き稲妻 輝く

(ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾄﾞｰﾝ)かっ飛ばせ! (ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾄﾞｰﾝ)○○!

ここで立ち向かえ戦士たち 悲しみ乗り越え突き進め

(ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾄﾞｰﾝ)決めてやれ! 絶対勝つぞ!ﾌｧｲﾀｰｽﾞ!

真紅と蒼の魂を

◆関西限定チャンステーマ

「○○!」
「○○!」
「決めたれー!」

「さあ行くぞ

男上げろ今

時は来た

燃え上がれ

決めてやれ

○○」

(演奏)ｵｰ

打ったれ○○

この一撃で

(演奏)お前が決めろ○○

勝負を決めろ

進め勝利目指し

炎と燃やして攻めろ

夢見る先へ

◆笑牛拳
捨て身覚悟で体当たり
お祭り騒ぎの大打撃

たじろぐ相手を一捻り
決まればナインに光が差す

ｺｰﾙ「気合!全開!突っ込めー
ｵｲ!ｵｲ!

◆チキチキバンバン

押忍!」

※奇数回は歌詞なしで合いの手「ｵｰ…押忍!」のみ。
偶数回は合いの手を入れずに歌詞を歌う。

【前奏：Let's Go ○○!】

◆タオル

かっとばせ○○! かっとばせ○○! ｳｰｲｴｨ!

勢いだつなげ続け

頑張れ僕らのファイターズ 走れ速く

そこだ打て 手を出せ

頑張れ僕らのファイターズ 決めろ早く

「○○!」 「○○!」

[男声]打って 打って ○○!

ヤマを張り一か八か
ﾊﾞｯﾄ振ったらﾎﾞｰﾙは飛ぶ

◆ジャンプ

[女声]打って 打って ○○!

今だ打線爆発だ

今だﾁｬﾝｽだ○○!

勝利目指しﾜｯｼｮｲﾜｯｼｮｲ

快進撃へ突っ走れ

「いけいけ それ行け

○○!」

◆北の国から
ﾗﾗｰﾗﾗﾗ

○○!ﾗﾗｰﾗﾗﾗ

一打バット命込め

○○!

ﾗﾗｰﾗﾗﾗﾗﾗｰﾗﾗｰﾗ ｵｲ!ｵｲ!ｵｲｵｲｵｲ!
行け!行け!○○! 打て!打て!○○!
行け行けそれ行け かっ飛ばせー○○!
◆ワッショイ

★埼玉西武ライオンズ
◆チャンステーマ 1
いざ行け チャンスだ
我らが 王者だ

打て○○(ﾜｯｼｮｲ! ﾜｯｼｮｲ!)

雄たけび

白い獅子レオ

◆チャンステーマ 2

走れ○○(ﾜｯｼｮｲ! ﾜｯｼｮｲ!)

(左へ移動)光り輝く

敵の野手の間を抜く

(右へ戻る)燃える男だ

気合の決勝打(ﾊｲ! ﾊｲ! ﾊｲﾊｲ!)

勝利の

日はまた昇る
(停止)チャンスに強いぞ○○!

◆チャンステーマ 3
(前奏)打ち込め 今がチャンスだ ｵｵｵｵｰ

★オリックスバファローズ
◆新チャンステーマ (欲球根性)
[前奏] 来い!x8 Oi!x4 Oi!x4
Oi! Oi! Oi! Oi! Oh～ Oi!
[A]気合いやで ここまでぶち込め[来いや～]

ｵｰｵｰｵｰｵｰﾚｯﾂｺﾞｰ ﾁｬﾝｽだ ○○!
ｵｰｵｰｵｰｵｰﾚｯﾂｺﾞｰ 打ちぬけ ○○!
◆チャンステーマ 4
ｵｰｵｵｰｵｵｰ ｵｵｵｰｵｰ ○○!

ｵｰｵｵｰｵｵｰ ｵｵｵｰｵｰ ○○!

ｵｰｵｵｰｵｵｰ ｵｵｵｰｵｰ

お前のボールが欲しいのは [ワイや～]

[男]歓声浴びて いざゆけ 魅せろ 熱い獅子の魂

ここらで打たんとワテ泣くで[おいよ～]

ﾗｰﾗﾗｰﾗｰﾗ 頼むぞ今だ○○○○(ﾌﾙﾈｰﾑ)

とびきりデラいの持って来い[ここや～]
[ｱｶﾍﾟﾗ]おもクソ ゴツいの 持って来い[ここや～]

[女]歓声浴びて 今だ (ｵｲ!) 青く染まるスタンド 狙え(ｵｲ!)
ﾗｰﾗﾗｰﾗｰﾗ 決めろ○○○○(ﾌﾙﾈｰﾑ)

[B] 来い!x8 Oi!x4 Oi!x4 Ohhhhhhh Oi!x4

[全]ﾗｰﾗﾗｰﾗｰﾗ……ｵｲ!ｵｲ!ｵｲｵｲｵｲｵｲ!

※「A→ｱｶﾍﾟﾗ→A→B」偶数回は[シャウト]のみ

※ 女声ﾊﾟｰﾄの合いの手は男声が行う

個人調べにつき誤字脱字ご容赦ください。再配布は自己責任でお好きにどうぞ。

