
皆さま、こんにちは！ 私たち応援部･吹奏楽団、そしてスタンドの皆さま全員がＮＴＴ西日本応援団です。野球
部以上にスタンドが盛り上がり、ＮＴＴ西日本に勝利を導きましょう！

攻撃中の応援について

攻撃中は基本的に下記の流れで応援を展開します。応援部のリード、吹奏楽団の演奏に合わせて、グランドの選
手に大きな声援を送ってください！

ヒッティング
マーチ

チャンス
マーチ

コンバット
マーチ

やったー！
得点！！

① ② ③
④

① ヒッティングマーチ

安打を生むためのマーチです。８曲のバラエティがありますが、コールのタイミングは全て同じ。曲中での

「Ｌｅｔ‘ｓ Ｇｏ! 」 「ＮＴＴ! 」と、曲の最後で「Ｇｏ! Ｇｏ!  ○○(選手名)」と願いを込めてコールして

ください。

② チャンスマーチ

曲はおなじみ「走れ! コータロー」。歌詞を思いっきり歌って、ＮＴＴ西日本にチャンスを引き込みましょう！

《 歌詞 》♪♪♪ ＧＯ！ ♪♪♪ ＧＯ！ ♪♪♪ ＧＯ！ ♪♪♪ ＧＯ！
かっ飛ばせー かっ飛ばせー ○○(選手名) 今こそチャンスだ 狙い撃ち！
かっ飛ばせー かっ飛ばせー ○○(選手名) それ打てチャンスだ ホームラン！
＊もう一度
カッセ カッセ カッセ カッセ ○○(選手名) 今こそチャンスだ 狙い撃ち！
カッセ カッセ カッセ カッセ ○○(選手名) それ打てチャンスだ ホームラン！
つながり放題ＮＴＴ！

＊

新曲③ Go Fight Win ～スパート

新曲です！NTT統一曲として、今後NTTグループを盛り上げる曲となります！！チャンスマーチと同様、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！

④ コンバットマーチ

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!
♪♪♪ ○○(選手名) かっ飛ばせー オー！

かっ飛ばせー ○○(選手名) ○○(選手名) ○○(選手名)!

曲中

曲後

曲間 タン タン タタタン Ｎ Ｔ Ｔ 西(ウエスト)!   Ｎ Ｔ Ｔ 西(ウエスト)!
Ｎ Ｔ Ｔ 西(ウエスト)!   Ｎ Ｔ Ｔ 西(ウエスト)!   ウ～～ Ｇｏ! Ｇｏ! Ｇｏ!

《 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！
＊もう一度
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！

＊



◎ コンバットⅡ

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

曲中

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)!曲後

タン タン タン タン Ｇｏ! Ｆｉｇｈｔ! Ｗｉｎ!   Ｇｏ! Ｆｉｇｈｔ! Ｗｉｎ!
タタタン タタタン Ｗｅ’ｒｅ Ｎｏ.１!
＊くり返し

曲間
＊

◎ コンバットⅢ

♪♪♪ Ｇｏ! ♪♪♪ ○○(選手名)! ♪♪♪ Ｇｏ! ♪♪♪ かっ飛ばせー! 
♪♪♪ ○○(選手名) Ｇｏ! ♪♪♪ ○○(選手名) Ｇｏ!
♪♪♪ チャンスだ ○○(選手名) かっ飛ばせ！

曲中

Ｇｏ Ｇｏ レッツゴー ○○(選手名)!   かっ飛ばせー ○○(選手名)!曲後

タン タン タン Ｎ タン タン タン Ｔ タン タン タン Ｔ タン Ｇｏ Ｆｉｇｈｔ!
タン タン タン Ｎ タン タン タン Ｔ タン タン タン Ｔ タン Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ!

曲間

④ 得点時

待望の得点時にかかるのは、我々にとって最もポピュラーなあの曲！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。

いいぞ いいぞ ○○(選手名)!
いいぞ いいぞ ＮＴＴ!

曲後

守備中の応援について

守備中は楽器が鳴らせませんので、皆さまの”声”だけが頼りとなります。皆さまの声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！

コール ・レッツゴー ○○(選手名)! チャッ チャッ チャ チャ チャ ・・・・・くり返し

・○○(選手名)! チャチャチャ ・・・・・くり返し

・がんばれー！ ○○(選手名)! ・・・・・くり返し ｅｔｃ

その他の応援について

■ エール交換

試合前後に相手チームとエールの交換を行います。「フレー フレー ＮＴＴ！」と大きな声でエールを送って

ください。

■ 応援歌 －Ｇｏ Ｇｏ ＮＴＴ！－

《 歌詞 》フレー フレー フレー フレー!   ＮＴＴ ＷＥＳＴ! ×２

Ｇｏ Ｇｏ ＮＴＴ!   Ｇｏ Ｇｏ ＮＴＴ!
流れる汗に 闘志みなぎらせ 波動のごとく 天に舞え
勝利を目指し 大地を蹴って 常勝の道 いざ進め
フレー フレー フレー フレー!   ＮＴＴ ＷＥＳＴ! ×２

■ チアリーダーのダンスパフォーマンス

ＮＴＴ西日本を活気付ける、チアリーダー（勝利の女神!?）によるダンス。曲選びも振り付けも、メンバーで
行っています。華麗な演技に合わせて、手拍子とご声援をお願いします！


