
おかやま山陽高校

硬式野球部



皆さんの応援が私達の力へと変わります 



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

１回

くどせ おう 　プラズマクラースター

（戦闘開始）くどせ おうver

We are（We are）×３　　We are 山陽（We are 山陽）

Ku・Do・Se・Ou  kudose ou くどせ

毎度　場外ホームラン　山陽のshowTimeだ！

打て×５



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

１回

研ぎ澄ませ　この打席

（イワシレッド～灼熱の山陽～）
Spanish Parade Sequence Ⅰ

勝利への思い　見せてくれ

Ohh×２  山陽　Let's Go!!

日替わりの山陽ヒーロー　伝説の幕開けだ

終わりなき　勝利の鐘

お前の出番だ　チャンスを掴め　レフトへライトへセンターへ



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

２回

＊･･･メガホンを頭上でまわす！！（alltime）

（トマホーク・チョップ）
Atlanta Braves

　Ohh

＊･･･メロディーの後に、　Ohhを！！



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

3回

サンヨウ×４

（赤き戦士）
Spanish Parade Sequence Ⅲ

【名前】　駆け抜けろ　風より早く

【名前】　解き放て　ここで決めろ

赤き戦士　見せろ闘志

かっせ×２ 山陽　かっせ×２ 山陽
SANYO Let's Go サンヨウ！！



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

Jock jams Ⅳ

4回

（GET READY）
Go Go 【名前】×4

ストロングスタイル×２　サ・ン・ヨウ！×２
ストロングスタイル×２　サ・ン・ヨウ！×２

Go Go 【名前】×4
ストロングスタイル×２　サ・ン・ヨウ！×２



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

Spanish Parade Sequence Ⅱ

5回

（Samurai Red）
誰にも止められない山陽　燃えろ山陽

チームの思い込めて　振りぬけ

勝利を掴み取れ山陽　燃えろ山陽

不屈の赤き戦士　Ole!!
Ohh はいっ！ Ohh はいっ！ Ohh SUNRISE！

終始⇒手拍子



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

6回

（マンボのビート）



We are by ONE PIECE

7回

（ウィーアー! ）
Go Go Let's Go ヒット山陽 ×２

チャンス　×８

チャンス　×4

Go Go Let's Go ヒット山陽 ×２

おい メガホンをグランドに向かって

声 動き
おい メガホンを胸元から前へ
おい メガホンを右側・叩く・左側・叩く
おい パンッ パパッ上



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

8回
Samba De Janeiro 

（Samba De Janeiro）
エッサエッサ-（エッサエッサ-)

アゲアゲホイホイ-（アゲアゲホイホイ-)
もっともっと-(もっともともと)

いろんなバージョンがありますが、基本コールアンドレスポンス



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

9回

（サウスポー）
～前奏～　お前が決めろよ！

わっしょい（わっしょい）✕8

山陽打線の意地をみせろよ　燃えろよ【名前】

*　今だチャンスだかっとばせ

サ・ン・ヨウ！×8    *　

イェーイ×4   *　イェーイ×4  *

【名前】×８    *　



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 たかはし げんせい

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 いしもり しょう

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

ランナー３塁時
Chance SANYO

（チャンス山陽）
Go Go Let's Go ヒット【名前】 ×２

かっせ×４ 【名前】　　燃えろ 【名前】

チャンス×２ 【名前】　　チャンス×２ 【名前】

＊･･･ノリノリで盛り上がってください！！



1 はやし ゆうさく 7 ふじわら たつき 13 かじたに こうき

2 みやもと たいき 8 くどせ おう 14 ひなた こう

3 ないとう ゆいま 9 ぎょふ こうは 15 はたし そうすけ

4 うめだ たいが 10 こばやし かぶと 16 たかはし ふみや

5 もりはら けんた 11 ながやま しょうご 17 かわた りゅうき

6 うらた なおき 12 くやま りく 18 たなか ちひろ

得点時

（校歌）
白土が丘　真澄の空に

永遠（とわ）にかざして　世紀の底に
自律の旗は　栄光みちぬ

生おし創（う）まん　若人われ等



応援、ありがとうございました 



6 7 8 91 2 3 4 5

必勝祈願 


