
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。攻撃の開始はスタンドを一つにするため超盛り上がる 
「恋のダイヤル６７００」からスタート！！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！！ 

ヒッテング 
マーチ 

やったー！ 
得点！！ 

ヒットを生むためのマーチです。４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。 

① ヒッティングマーチ  
 

② ファイトマーチ（バビルⅡ世） 

選手を激励し、チャンスを呼び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 
華麗な演舞で野球部にパワーを注入します！！ 

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２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 

曲後 

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! 

③ チャンスマーチ（Go Fight Win ～スパート～） 

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！！ 

《 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！ 

＊ 

ファイト 
マーチ 

チャンス 
マーチ 

コンバット 
マーチ 

♪♪♪ ﾚｯﾂｺﾞｰ! ○○(選手名)!   ♪♪♪ ﾚｯﾂｺﾞ-! ○○(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   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! 

② ④ ① ③ ⑤ 

♪♪♪ ﾚｯﾂｺﾞｰ! ♪♪♪ ﾚｯﾂｺﾞ-!  
♪♪♪ Ｇｏ! Ｇｏ! ○○(選手名)!  
♪♪♪Ｇｏ！ ♪♪♪Ｇｏ！ ♪♪♪ ○○（選手名）！ 

※２回繰り返し 

ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 

攻撃 
スタート! 

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！ 



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”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！ 

⑤ 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。 

曲後 いいぞ ! いいぞ!  ○○(選手名)! 
 

いいぞ ! いいぞ!  ＮＴＴ！ 

コール 

・ ﾚｯﾂｺﾞｰ ○○(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） いいぞ！○○（投手名） もう一球オー！       など 

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。「ﾌﾚｰ ﾌﾚｰ ＮＴＴ！ 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 

《 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  

■ リーダー、チアリーダーの演舞とダンスパフォーマンス 
ＮＴＴ西日本に力を与え、勝利を引き寄せるリーダーとチアリーダーによる演舞とパフォーマンス。曲選びも振付もメン
バーで行っています。力強い演舞と元気あふれる ダンスに合わせて、大きな手拍子とご声援をお願いします！ 

「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。  

■ 日々新しく（NTT社歌） 
試合開始前・終了後に斉唱します。  

《 歌詞 》 風の音に耳を傾け 
 

問いかける者に応えよう 
 

虹をかけ、虹を飛び、 
 

進む自由こそ ＮＴＴ 
 

叶えよう、あなたの願い、 
 

日々新しく我らは生きて 
 

確かな手応え喜び合おう 
 

みんなの想いを支え、 
 

力をつくす ＮＴＴ 

■ 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。 
「ﾌｧｲﾄ!○○(選手名)ﾌｧｲﾄ!○○（選手名）」と大きな声で応援をお願いします。 

○ショートエールについて 

攻守に関わらず、試合中いかなる時でも使用します。マイクリーダーのかけ声に合わせて声と心を一つにし 
選手にエールを送りましょう！ 

・ ｶｯｾ! ｶｯｾ!   ○○(選手名)! ×2   ・ 続け! 続け!   ○○(選手名）! ×2 
・ いいぞ!いいぞ! ○○(選手名)! ×2   ・ ﾌｧｲﾄ! ﾌｧｲﾄ!  ○○(選手名）! ×2 
・ 勝つぞ!勝つぞ! ＮＴＴ       ×2                           など 

■ 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「構えて」「ヨシ！」 
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