闘魂こめて
闘魂込めて大空へ 球は飛ぶ飛ぶ炎と燃えて

おおジャイアンツ その名担いてグランドを照らすプレイのたくましさ

ジャイアンツ ジャイアンツ 行け行けそれ行け 巨人軍

イニング間
【王者！侍ジャイアンツ】

【巨人の星】

王者の星が俺を呼ぶ 俺はサムライ 呼ばれたからは

思いこんだら試練の道を 行くが男のど根性

鉄の左腕の折れるまで 熱い血潮の燃え尽きるまで

真っ赤に燃える王者の印 巨人の星を掴むまで

熱球ひとすじ 命をかけた

血の汗流せ 涙を拭くな ゆけゆけジャイアンツ

ジャイアンツの ジャイアンツの 旗のもと

ドンと行け

ジャイアンツの ジャイアンツの 旗のもと
【デューク】※主催試合勝利後 ジャビット応援
[前奏] Go Go GoGoGo ジャービットーー

【ＧＯＧＯジャイアンツ】
ゴーゴージャイアンツ ヤングヤングジャイアンツ

(×× ×××) レッツゴージャビット！

我らがジャイアンツ それゆけ それゆけ 勝ちまくれ

(×× ×××)オーーーーーーオイ！

我ら無敵のジャイアンツ 燃えろ青春この時に

[本奏] ジャービットー ジャービットー

かっ飛ばせ(オー!) かっ飛ばせ(オー!) かっ飛ばせ

Go Go GoGoGo ジャビットー

ゴーゴージャイアンツ ヤングヤングジャイアンツ

ジャビットー ジャービットー

我らがジャイアンツ 我らのジャイアンツ

Go Go GoGoGo ジャービットー
(×× ×××)レッツゴージャビット！
(×× ×××)オーーーーーーオイ！

得点・四球・投手交代・ジングル
【VIVA GIANTS】※得点時・勝利時 ※タオル回し

【ＷＡＬＫ】※四球時

ビバ・ジャイアンツ 輝ける男たちよ

[トランペット] (× ×× ×× ×) WALK!!

ビバ・ジャイアンツ 美しき男たちよ
光る大地を駆け抜けろ

【GO! V2!!】
[トランペット] (× ×× ××) GO! V2!!

【サイクロン】※投手交代時 ※タオル回し
燃えろよ燃えろよ 燃えろ燃えろ オーオーオーオー

【松本前奏】※１−９開始時

吹き込め吹き込め 炎の嵐 オーオーオー

(せーの) さあさ皆で歌おう

レッツゴージャイアンツォイ！オイ！オイ・オイ・オイ・

(オイ・オイ・オイ)

ジャイアンツの歌を

オイ！

ファンファーレ
【東京ファンファーレ】※１回攻撃開始時

【サンサンファンファーレ】※主に３字の選手に使用

[トランペット]オイ！オイ！オー！

せーの！(×) ○○○――――――！

[トランペット]オイ！オイ！オー！

せーの！(×) ○○○――――――！

[トランペット]オイ！オイ！オー！

せーの！(×) ○○○――――――！

[トランペット]オーーーハイ！
(× × ×××) オーーージャイアンツ！ ×３

チャンステーマ
【Ｇフレア】
オオオオー

【バタフライ２】

オオオオー オオオオー オオオオオオオオー

オーオオオーオオ オオオオオ(オイ！)

オオオオー オオオオー オオオオオオオオー

オーオオオーオオ オオオオオ(オイ！)

レッツ!ゴー!○○○! レッツ!ゴー!○○○! ○○○!○○○!

オーオオオーオオ オオオオオ(オイ！)
オーオオオーオオ オオオオオー

【勝ち取れ】
せーの!! (×) [前奏・トランペットのみ]

(オイ! オイ! オーーーーーー)X3

(×× ×× × × ×× ×× ×× ×)○○○!!

オイ！ オイ！ レッツゴー ジャイアンツ！

(×× ×× × × ×× ×× ×× ×)○○○!!

【ライディーン】※「ＧＬＯＶＥ」限定応援

突き進め 勝ち取れ 今だ このチャンスを さぁ決めてくれ

オ・オ・オー オオオ オッオオ オオ・オー
オ・オ・オー オオオ オッオオ オオ・オー

【ヒッパレ】※タオル回し
ヒッパレー ヒッパレー ○○○ヒッパレー

(×××)○○○！(×××)○○○！(×××)○○○！

ヒッパレー ヒッパレー ○○○ヒッパレー

(×××)

【スパルタンＸ】

(×××××)ハイ! (×××××)ハイ! ハイ! ハイ! ○○○!

※「読売ジャイアンツ応援団北海道」限定応援

(演奏)オーー○○○！

【ファイター】

(演奏）オーー○○○！

オオオオオー オオオオオー オオオオオオオー

(演奏）オーー○○○！

(演奏)

オオオオオー オオオオオー オオオオオオオー

(×××)レッツゴー！

(×××)レッツゴー！

○○○!○○○!○○○!○○○!

(×××)レッツゴー！

(×××)オーーーーー○○○！

【マサオ】
オイ！オイ！○○○！ オイ！オイ！○○○！

オイ！オイ！

○○○！ オイ！オイ！○○○！
(×××)○○○！

(×××)○○○！

※「読売ジャイアンツ大阪応援団」限定応援

(× × ×××)レッツゴ−○○○
(×××)○○○！

オーーーーー

(× × ×××)絶対決めるぞ!
(× × ×××)○○○!
気合いの一撃

【バタフライ１】
オーオオオ(オイ!) オーオオオ(オイ!)

決めろよ頼むぞ

このひとときに(○○○!)
我らのもとへ

タイムリー

オーオオ オーオ オオオオオ(オイ!)
オーオオオ(オイ!) オーオオオ(オイ!)

・応援に必携なのは、オレンジタオルです。
・

オーオオ オーオ オオオオオー

・攻撃中は立ち上がって、声と手拍子で応援しましょう。

(オイ! オイ! オーーーーーー)X3

・ブーイング・野次はやめましょう。

オイ！ オイ！ レッツゴー ジャイアンツ！

選手特別コール
小笠原 オーガーサーワラ！(× × × ××)

鈴木尚 たーかーひーろ走ってゆく、たーかーひーろどこーまーでもー

坂

村

本 さ・か・も・とホームラン！(×××) ホームラン！(×××)
登場曲：永久の愛を形にして いつまでも君の横で笑っていたくて

田 (××× ×××)村田修一！ (× ×× × ×)村田！

高橋由 ぶちこめホームラン由伸！

アリガトウや Ah 愛してるじゃまだ足りないけど せめて言わせて

登場曲：笑顔抱きしめ 悲しみすべて 街の中から消してしまえ

幸せですと♪

晴れ渡る空 昇ってゆこうよ 世界中が幸せになれ♪

長 野 チョーノ・ヒサヨシ！(××× ×× × × ××)

松本哲 (× ×× ×××)マッツーモト！

亀 井 オーオー オオ カーメイーー カメーイヨシユキ！

※「マッツーモト！」の部分でジャンプします

阿部１ ホームラン、阿部慎之助 ・・・ オーーーーー慎之助！

ボウカー レッツ！ファイ！ボウカー！

阿部２ オーオオ オーオオ シンノスケ！

大

田 オータタイシ！(×× ×× ×)

ジャイアンツ応援非公式倶楽部作成 問題がありましたら削除します

