
《 歌詞 》 ♪♪♪○○（選手名） ♪♪♪○○（選手名） 
 かっ飛ばせー かっ飛ばせー ○○（選手名） かっ飛ばせー！ 
 今だ 今だ ＮＴＴ （Go！Go！） 
 かっ飛ばせー かっ飛ばせー ＮＴＴ！ 
 ※２回繰り返し 
 Go Fight Win！ Go Fight Win！ チャンス チャンス チャンス ＮＴＴ！ 
 Go Fight Win！ Go Fight Win！ チャンス チャンス チャンス ＮＴＴ！ 

【 Point 】 
硬式野球部へアンケートを実施した 
結果を元に、 
を追加いたしました！ 
皆さんもノリノリで応援しましょう！ 

攻撃中の応援について 

基本的に下記の流れで展開します。リンリン♪と電話のベルが鳴る「恋のダイヤ ル６７００」からスタート！ 
スタンド一体となって盛り上がっていきましょう！ リーダー、チアリーダーの応援リードと吹奏楽団の演奏に合わせ、 
グラウンドの 選手に大きな声援を送ってください！ 

選手を激励し、チャンスを引き寄せるためのマーチです。 
力強い演奏とリーダー・チアリーダーの華麗な演舞で野球部にパワーを注入します！！ 

広げたチャンスをつかみ取るためのマーチで3曲あります。 
待望の得点はもう目の前！皆さまのコールで選手に力を与えましょう！ 

◎ コンバットⅠ 

♪♪♪○○（選手名）！ ♪♪♪○○（選手名）！ ♪♪♪Go！ ♪♪♪Go！ 
♪♪♪大きな声で○○（選手名）！ 

カッセ カッセ ○○（選手名） カッセ カッセ ○○（選手名） 
かっ飛ばせー ○○（選手名）！ 

曲中 

WESTコール 

曲間 

タン タン タタタン ＮＴＴ WEST！ ＮＴＴ WEST！ 
ＮＴＴ WEST！ ＮＴＴ WEST！ ウ～～ Go！ Go！ Go！ 

ＮＴＴ統一応援曲として、主に東西の応援団が使用している曲で、チャンス到来時に流れます！ 
思いっきり歌って、一気にスパート！！ 

※ 

♪♪♪レッツゴー！ ○○（選手名）！ ♪♪♪レッツゴー！ ○○（選手名）！  
♪♪♪打て！ 打て！ ○○（選手名）！ 

カッセ カッセ ○○（選手名） カッセ カッセ ○○（選手名） 
かっ飛ばせー ○○（選手名）！ 

◎ コンバットⅡ 

曲中 

曲間 

タン タン タタタン ＮＴＴ WEST！ ＮＴＴ WEST！ 
ＮＴＴ WEST！ ＮＴＴ WEST！ ウ～～ Go！ Go！ Go！ 

♪♪♪Let’s Go！ ♪♪♪Let’s Go！ 
♪♪♪Go！ Go！ ○○（選手名）！ 
♪♪♪Go！ ♪♪♪Go！ ♪♪♪○○（選手名）！ 

※２回繰り返し 

ファンファーレ 

WESTコール 

スタンドの皆さん含めてＮＴＴ西日本応援団です。 
ＮＴＴ西日本硬式野球部の勝利を信じ、心ひとつに応援しましょう！ 

ヒットを生むためのマーチです。5曲のバラエティがあります。 

①ヒッテングマーチ 

②ファイトマーチ（バビルⅡ世） 

③チャンスマーチ（Go Fight Win ～スパート～） 

④コンバットマーチ 

攻撃スタート！ 

ＮＴＴ西日本 応援ガイド2017 

※ 

曲中 

曲後 

Let’s Go！ ＮＴＴ！       

 
Go！ Go！ ○○（選手名） 

狙いうち 暴れん坊将軍 大阪LOVER 熱くなれ 紅 熱くなれ 紅 



《 コール 》 ・レッツゴー○○（選手名）！ チャッ チャッ チャチャチャ ×5 ウ～～○○（選手名）！ 
 ・○○（選手名）！ チャチャチャ ×5 ウ～～○○（(選手名）！ 
 ・いいぞ！○○（投手名） もう一球 オー！          など 

守備中の応援について 

守備中は楽器を鳴らすことが出来ませんので、皆さまの”応援”だけが頼りとなります。 
皆さまの応援は必ずや勇気となって投手に伝わります！守備時も精一杯選手を盛り上げていきましょう！ 

待望の得点時にかかるのは、テンポアップアレンジを加えた「日々新しく」！ 
喜びをかみしめて、また追加点が続くよう願いを込めてコールをお願いします。 

曲後 
いいぞ！ いいぞ！ ○○（選手名）！ 
いいぞ！ いいぞ！ ＮＴＴ！ 

その他の応援について 

■ エール交換 

試合前後にお互いの健闘を称えエールの交換を行います。大きな声でエールを送ってください。 

■ 応援歌 

「構えて」 「ヨシ！」 
「全員野球！ 心はひとつＮＴＴ！！」 「ヨシ！」 

７回（ラッキーセブン）の攻撃時に斉唱します。  
ご起立の上、リズムに合わせてうちわを振ってください。 

■ 日々新しく（ＮＴＴ社歌） 

試合開始前・終了後に斉唱します。  
斉唱の際は、ご起立・ご脱帽をお願いいたします。 

■ 選手紹介 

吹奏楽団の演奏に合わせ、スターティングメンバーの紹介を行います。大きな声で応援をお願いします！ 

■ 応援スローガン唱和 

想いを一つに応援スローガンを指差し唱和します！ スローガンを指差して 

ＮＴＴ西日本応援部作詞・作曲のオリジナル曲です。ＮＴＴ西日本応援曲の中で硬式野球部からの人気No.1！ 

曲中 

さぁ 出番だ ○○（選手名） ここでかっ飛ばせ ヒーロー 
おー タイムリー ホームラン 力を込めて 一発 
勝利を信じて 届けこの想い 
打てよ○○（選手名） くらいつけー （何が何でも くらいつけ） 
オー オー オ かっ飛ばせ 
オー オー オ ここで一発 
オー オー オ ＮＴＴ 

曲後 
カッセ カッセ ○○（選手名） カッセ カッセ ○○（選手名） 
かっ飛ばせー ○○（選手名）！ 

※ 

⑤やったー！得点！！ 

◎ ダイナミックファイターズ 

※２回繰り返し 

フレー フレー ＮＴＴ！ フレー フレー ＮＴＴ！ 

Fight！○○（選手名） Fight！○○（選手名） 

《 歌詞 》 未来へと駆ける勇者 ＮＴＴ WEST 
 築け栄光の道 ＮＴＴ WEST 
 我等の願いと夢を光にのせて 
 勝利へと羽ばたいて栄光つかめ 
 燃えろ 燃えろ 燃えろ 
 進め 進め 進め 
 おー我等 ＮＴＴ西日本 

WESTコール 
タン タン タタタン ＮＴＴ WEST！ ＮＴＴ WEST！ 
ＮＴＴ WEST！ ＮＴＴ WEST！ ウ～～ Go！ Go！ Go！ 

以降、曲中～曲後 × 3回繰り返し → WESTコール 

《 歌詞 》 風の音に 耳をかたむけ 
 問いかけるものに 応えよう 
 虹を架け虹を跳び 
 進む自由こそＮＴＴ 
 かなえよう あなたの希望（ねがい） 
 日々新しく われらは生きて 
 たしかな手ごたえ 喜びあおう 
 みんなの想いを支え 
 力をつくすＮＴＴ 
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