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入場行進曲

大会

曲名

歌手

星と縞（星条旗よ永遠なれ）、ワシントン・ポスト、

1924年（大正13年）

第01回 双頭の鷲の旗の下に、アルトカメラーデ（メドレー）

1925年（大正14年）

第02回 カレドニアン・マーチ（Caledonian March）

1926年（大正15年）

第03回 親しき戦友

1927年（昭和02年）

第04回 <大正天皇崩御のため入場式中止>

1928年（昭和03年）

第05回 モン・パリ、バレンシア（メドレー）

1929年（昭和04年）

第06回 陸軍観兵式行進曲

1930年（昭和05年）

第07回 われらの勇士

1931年（昭和06年）

第08回

1932年（昭和07年）

第09回 爆弾三勇士の歌

陸軍戸山学校軍楽隊及合唱団 指揮 楽長辻順治 （ポリドール）

1933年（昭和08年）

第10回 青年行進曲

陸軍戸山学校軍楽隊及合唱団 指揮 楽長辻順治 （ポリドール）

1934年（昭和09年）

第11回

1935年（昭和10年）
1936年（昭和11年）
1937年（昭和12年）

作詞

岸田辰弥、

発表
1896、1889、
ジョン・フィリップ・スーザ、
ヨーゼフ・フランツ・ワーグナー、
1880年代、
カール・アルベルト・ヘルマン・タイケ 1889
George Willig (1764-1851)

1837

Vincent Scotto、（高木和夫）、
Jacques François Antoine Ibert

1927、1924

シャルル・ルルー
（Charles Edouard Gabriel Leroux）

大会歌 「全国選抜中等学校野球大会歌
陸軍戸山学校軍楽隊及合唱団 指揮 楽長辻順治 （ポリドール）
（蒼空高き甲子園）」

大会歌 「全国選抜中等学校野球大会歌
（陽は舞いおどる甲子園）」
大会歌 「全国選抜中等学校野球大会歌
第12回
（陽は舞いおどる甲子園）」
大会歌 「全国選抜中等学校野球大会歌
第13回
（陽は舞いおどる甲子園）」
大会歌 「全国選抜中等学校野球大会歌
第14回
（陽は舞いおどる甲子園）」

作曲

谷譲次
（本名：長谷川海太郎・林不忘・牧逸馬）

与謝野鉄幹（寛）
※毎日新聞社主催の公募

1886

陸軍戸山学校軍楽隊

1931.03

辻順治・大沼哲
（陸軍戸山学校軍楽隊）

1932.04

陸軍戸山学校軍楽隊

1930.07

陸軍戸山学校軍楽隊及合唱隊 指揮 岡田国一 （ポリドール）

薄田泣菫

陸軍戸山学校軍楽隊

1934.03

陸軍戸山学校軍楽隊及合唱隊 指揮 岡田国一 （ポリドール）

薄田泣菫

陸軍戸山学校軍楽隊

1934.03

陸軍戸山学校軍楽隊及合唱隊 指揮 岡田国一 （ポリドール）

薄田泣菫

陸軍戸山学校軍楽隊

1934.03

陸軍戸山学校軍楽隊及合唱隊 指揮 岡田国一 （ポリドール）

薄田泣菫

陸軍戸山学校軍楽隊

1934.03

森川幸雄

瀬戸口藤吉

1937.12

1938年（昭和13年）

第15回 愛国行進曲

中野忠晴、松平晃、伊藤久男、霧島昇、佐々木章、松原操、二葉あき子、渡辺はま子、
香取みほ子/東京音楽学校/ベルトラメリ能子、松原操（コロムビアレコード）、
徳山璉、灰田勝彦、四家文子、中村淑子/徳山璉、浅野常七、四家文子、中村淑子
/平山美代子、日本ビクター児童合唱団/中村淑子、滝田菊江、四家文子（ビクターレコード）、
永田絃次郎、長門美保/三門順子/河村順子（キングレコード）、
藤山一郎/菊池武/古賀久子{菅原都々子}（テイチクレコード）、
奥田良三、東海林太郎、上原敏、関種子、結城道子、桜井健二、島津英夫、日置静、
石井肇{石井亀次郎}、青葉笙子、秋野敏子/浅草〆香、日本橋きみ栄（ポリドールレコード）、
内本実（タイヘイレコード）

1939年（昭和14年）

第16回 大陸行進曲

徳山璉、久富吉晴、波岡惣一郎（ビクターレコード）

鳥越強

中支派遣軍軍楽隊

1938.11

1940年（昭和15年）

第17回 紀元二千六百年奉祝歌

松平晃、伊藤久男、藤山一郎、霧島昇、
松原操、二葉あき子、渡辺はま子、香取みほ子（コロムビアレコード）、
徳山璉、波岡惣一郎、四家文子、中村淑子（ビクターレコード）、
永田絃次郎、長門美保（キングレコード）、
桜井健二、鬼俊英、服部富子、中村柾子（テイチクレコード）、
奥田良三、関種子、上原敏、小林千代子、東海林太郎（ポリドールレコード）、
立花ひろし、有島通男、三原純子（タイヘイレコード）

増田好生

森義八郎

1940.02

1941年（昭和16年）

第18回 国民進軍歌

徳山璉、四家文子、柴田睦陸、中村淑子（ビクターレコード）

下泰（本名：光元篤之介）

松田洋平

1940.08.15

1942年（昭和17年）
1943年（昭和18年）
1944年（昭和19年）
1945年（昭和20年）
1946年（昭和21年）

行進曲編曲

入場行進曲

大会

曲名

歌手

作詞

作曲
発表
ヘルマン・シュタルケ
（Hermann Starke）
1900
編曲：ジークフリート・ルンデル
（Siegfried Rundel）

行進曲編曲

1947年（昭和22年）

第19回 槍と刀（Schwert und Lanze）
【星と縞（星条旗よ永遠なれ）】

1948年（昭和23年）

第20回 とんがり帽子（「鐘の鳴る丘」主題歌）

川田正子、ゆりかご会（日本コロムビア）

菊田一夫

古関裕而（編曲：古関裕而）

1947.09

辻井市太郎

1949年（昭和24年）

第21回 異国の丘

竹山逸郎、中村耕造（ビクターレコード）

増田幸治（補詞：佐伯孝夫）

吉田正

1948.09

辻井市太郎

1950年（昭和25年）

第22回 ハイスクール （The High School Cadets）

ジョン・フィリップ・スーザ
（John Philip Sousa）

1890

辻井市太郎

1951年（昭和26年）

第23回 スポーツショー

演奏：コロムビア・ブラスバンド（日本コロムビア）

古関裕而（編曲：古関裕而）

1949.04

辻井市太郎

1952年（昭和27年）

第24回 君が代行進曲

帝国海軍軍楽隊（キングレコード）

吉本光蔵

1938.06

辻井市太郎

1953年（昭和28年）

第25回 黄色いリボン（She Wore a Yellow Ribbon） ミッチ・ミラー合唱団

1951.11.02
（映画公開）

辻井市太郎

1954年（昭和29年）

第26回 錨をあげて （Anchors Aweigh）

1906

辻井市太郎

1955年（昭和30年）

第27回 セントルイス・ブルース（St.Louis Blues）

1914

辻井市太郎

1956年（昭和31年）

第28回 雷神（The Thunderer）

アメリカ古民謡
（George A. Norton）
チャールズ・ジンマーマン
(Charles A. Zimmerman)
起譜：W・C・ハンディ
（William Christopher Handy）
ジョン・フィリップ・スーザ
（John Philip Sousa）

1889

辻井市太郎

1957年（昭和32年）

第29回 緑のこだま（毎日新聞選定曲）

赤塚兼文（補作詞：勝承夫）

飯田信夫（編曲：飯田信夫）

1956.06

辻井市太郎

1958年（昭和33年）

第30回 クワイ河マーチ（RIVER KWAI MARCH）

日本語詞：音羽たかし
（編曲：村山芳男）

ケネス・ジョゼフ・アルフォード
（編曲：マルコム・アーノルド）

1957

辻井市太郎

1959年（昭和34年）

第31回 皇太子のタンゴ（TANGO OF PRINCE）

ロタール・オリアス
（Lotar Olias）

1958

辻井市太郎

1960年（昭和35年）

第32回 誕生日（March birthday）

1961年（昭和36年）

第33回 バッファロー大隊マーチ(Captain Buffalo) クローバーリーフ合唱団（演奏：アート・ムーニー楽団）

アルフレッド・ハート・マイルズ
（Alfred Hart Miles）
W・C・ハンディ
（William Christopher Handy）

灰田勝彦、中原葉子、ビクター・オーケストラ（ビクター）

伊東ゆかり（キングレコード・1958.06）
演奏：リカルド・サントス楽団（日本グラモフォン）

ビューレ（Bühre）

辻井市太郎

マック・ダビット
（Mack David,1912-1993）

ジェリー・リビングストン
1960
（Jerry Livingston 1909-1987）

辻井市太郎

1962年（昭和37年） 第34回 上を向いて歩こう

坂本九（東芝レコード）

永六輔

中村八大

1961.10.15

辻井市太郎

1963年（昭和38年） 第35回 いつでも夢を

橋幸夫、吉永小百合（日本ビクター）

佐伯孝夫

吉田正

1962.09.20

辻井市太郎

1964年（昭和39年） 第36回 こんにちは赤ちゃん

梓みちよ（キングレコード）

永六輔

中村八大

1963.11.01

辻井市太郎

1965年（昭和40年） 第37回 幸せなら手をたたこう

坂本九（東芝レコード）

日本語歌詞：木村利人

1964.05.15

辻井市太郎

1966年（昭和41年） 第38回 ともだち

坂本九（東芝音楽工業）

永六輔

いずみたく

1965.03.05

辻井市太郎

中村八大

1967

辻井市太郎

原曲：アメリカ民謡
（採譜：有田怜{いずみたく}）

三波春夫（テイチク）、坂本九（東芝音楽工業）、

1967年（昭和42年） 第39回 世界の国からこんにちは

吉永小百合（日本ビクター）、山本リンダ（ミノルフォン）、

島田陽子

叶修二（日本グラモフォン）、弘田三枝子（日本コロムビア）、

※毎日新聞社主催の一般公募

西郷輝彦・倍賞美津子（日本クラウン）、ボニージャックス（キングレコード）

1968年（昭和43年） 第40回 世界は二人のために

佐良直美（日本ビクター）

山上路夫

いずみたく

1967.05.15

辻井市太郎

1969年（昭和44年） 第41回 三百六十五歩のマーチ

水前寺清子（日本クラウン）

星野哲郎

米山正夫

1968.11.10

辻井市太郎

入場行進曲

大会

曲名

歌手

作詞

作曲

発表

行進曲編曲

三波春夫（テイチク）、坂本九（東芝音楽工業）、

1970年（昭和45年） 第42回 世界の国からこんにちは

吉永小百合（日本ビクター）、山本リンダ（ミノルフォン）、

島田陽子

叶修二（日本グラモフォン）、弘田三枝子（日本コロムビア）、

※毎日新聞社主催の一般公募

中村八大

1967

辻井市太郎

西郷輝彦・倍賞美津子（日本クラウン）、ボニージャックス（キングレコード）

1971年（昭和46年） 第43回 希望

岸洋子（キングレコード）

藤田敏雄

いずみたく（編曲：川口真）

1970.04.01

辻井市太郎

1972年（昭和47年） 第44回 また逢う日まで

尾崎紀世彦（日本フォノグラム）

阿久悠

筒美京平（編曲：筒美京平）

1971.03.05

辻井市太郎

1973年（昭和48年） 第45回 虹をわたって

天地真理（CBS・ソニー）

山上路夫

森田公一（編曲：馬飼野俊一）

1972.09.01

辻井市太郎

1974年（昭和49年） 第46回 草原の輝き

アグネス・チャン（ワーナー・パイオニア）

安井かずみ

平尾昌晃（編曲：馬飼野俊一）

1973.07.25

辻井市太郎

1975年（昭和50年） 第47回 おかあさん

森昌子（ミノルフォン）

神坂薫

遠藤実（編曲：斉藤恒夫）

1974.09.01

辻井市太郎

1976年（昭和51年） 第48回 センチメンタル

岩崎宏美（ビクターレコード）

阿久悠

筒美京平（編曲：筒美京平）

1975.10.25

辻井市太郎

1977年（昭和52年） 第49回 ビューティフル・サンデー

田中星児（ディスコメイトレコード）

ダニエル・ブーン（D.Boone）

1976.03.10

辻井市太郎

1978年（昭和53年） 第50回 愛のメモリー

松崎しげる（ビクターレコード）

たかたかし

馬飼野俊一（編曲：小野崎孝輔） 1977.08.10

辻井市太郎

1979年（昭和54年） 第51回 季節の中で

松山千春（ キャニオン/F-LABEL）

松山千春

松山千春（編曲:清須邦義） 1978.08.21

辻井市太郎

1980年（昭和55年） 第52回 ヤングマン

西城秀樹（RCA / RVC）

BELOLO HENRI

MORALI JACQUES

（訳詞：あまがいりゅうじ）

（編曲：大谷和夫）

1981年（昭和56年） 第53回 青い珊瑚礁

松田聖子（CBS・ソニー）

三浦徳子

1982年（昭和57年） 第54回 ルビーの指環

寺尾聰（東芝EMI）

松本隆

1983年（昭和58年） 第55回 聖母たちのララバイ

岩崎宏美（ビクター音楽産業）

山川啓介

1984年（昭和59年） 第56回 CAT'S EYE（キャッツアイ）

杏里（フォーライフ・レコード）

三浦徳子

小田裕一郎（編曲：大谷和夫）

1985年（昭和60年） 第57回 星屑のステージ

チェッカーズ（キャニオン・レコード）

1986年（昭和61年） 第58回 青春

ロッド・マックイーン
（訳詞：亜美ゆう）

1979.02.21

辻井市太郎

小田裕一郎（編曲：大村雅朗）

1980.07.01

辻井市太郎

寺尾聡（編曲：井上鑑）

1981.02.05

辻井市太郎

1982.05.21

辻井市太郎

1983.08.05

辻井市太郎

売野雅勇

芹沢廣明（編曲：芹沢廣明） 1984.08.23

辻井市太郎

岩崎良美（キャニオン・レコード）

康珍化

芹沢廣明（編曲：芹沢廣明） 1985.10.16

辻井市太郎

1987年（昭和62年） 第59回 CHA-CHA-CHA

石井明美（CBSソニー）

G.BOIDO（訳詞:今野雄二）

B.REITANO, B.ROSELLINI, F.BALDONI,

1986.08.14

永野慶作

1988年（昭和63年） 第60回 夢冒険

酒井法子（ビクター音楽産業）

森浩美

西木英二（編曲：中村暢之） 1987.11.25

永野慶作

1989年（平成元年） 第61回 パラダイス銀河

光ＧＥＮＪＩ（ポニーキャニオン）

飛鳥涼

飛鳥涼（編曲:佐藤準）

1988.03.09

永野慶作

1990年（平成02年） 第62回 約束

相川恵理（東芝EMI）

箙真理子

タケカワユキヒデ

（補作詞：麻生圭子）

（編曲：船山基紀）

1990.01.11

永野慶作

1991年（平成03年） 第63回 おどるポンポコリン

Ｂ・Ｂクイーンズ（BMGビクター）

さくらももこ

織田哲郎（編曲：織田哲郎） 1990.04.04

永野慶作

1992年（平成04年） 第64回 どんなときも。

槙原敬之（WEA MUSIC）

槙原敬之

槙原敬之（編曲：槇原敬之） 1991.06.10

永野慶作

※谷村新司（avex io・2008.03.19）

阿久悠

谷村新司

永野慶作

1993年（平成05年） 第65回

大会歌 「今ありて」

木森敏之・John Scott
（編曲: 木森敏之）

F.REITANO（編曲:戸塚修）

1993
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行進曲編曲

1994年（平成06年） 第66回 負けないで

ＺＡＲＤ（ポリドール）

坂井泉水

織田哲郎（編曲：葉山たけし） 1993.01.27

永野慶作

1995年（平成07年） 第67回 がんばりましょう

ＳＭＡＰ（ビクターエンタテインメント）

小倉みゆき

庄野賢一（編曲：庄野賢一） 1994.09.09

永野慶作

1996年（平成08年） 第68回 ＴＯＭＯＲＲＯＷ

岡本真夜（徳間ジャパンコミュニケーションズ）

岡本真夜/真名杏樹

岡本真夜（編曲：十川知司） 1995.05.10

永野慶作

1997年（平成09年） 第69回 これが私の生きる道

ＰＵＦＦＹ（エピックレコードジャパン）

奥田民生

奥田民生

1996.10.07

永野慶作

1998年（平成10年） 第70回 硝子の少年

ＫｉｎＫｉ

松本隆

山下達郎（編曲：山下達郎） 1997.07.21

永野慶作

1999年（平成11年） 第71回 長い間

Ｋｉｒｏｒｏ（ビクターエンタテインメント）

玉城千春

玉城千春（編曲:重実徹）

1998.01.21

永野慶作

2000年（平成12年） 第72回 First Love

宇多田ヒカル（東芝EMI）

宇多田ヒカル

宇多田ヒカル（編曲：河野圭）

1999.04.28

永野慶作

サザンオールスターズ（タイシタレーベル）/ ビートルズ

桑田佳祐

2000.01.26

永野慶作

2001年（平成13年） 第73回

ＴＳＵＮＡＭＩ / YESTERDAY, HEY JUDE,
OB LA DI OB LA DA（ビートルズメドレー）

Ｋｉｄｓ（ジャニーズ・エンタテイメント）

坂本九（東芝レコード）/

2002年（平成14年） 第74回 明日があるさ

ウルフルズ（東芝EMI）/

青島幸男

Re:Japan（avex trax）

桑田佳祐
（編曲：サザンオールスターズ）
中村八大（編曲：中村八大、

1963.12.01

_/編曲：ウルフルズ・藤井丈司、

2001.02.16

_/編曲：CHOKKAKU）

2001.03.21

永野慶作

ヘンリー・クレイ・ワーク

ヘンリー・クレイ・ワーク

（訳詞：保富康午）

（編曲：亀田誠治）

2002.08.28

永野慶作

槙原敬之（編曲：槇原敬之） 2003.03.05

永野慶作

2003年（平成15年） 第75回 大きな古時計

平井堅（デフスターレコーズ）

2004年（平成16年） 第76回 世界に一つだけの花

SMAP（ビクターエンタテインメント）

槙原敬之

2005年（平成17年） 第77回 君こそスターだ

サザンオールスターズ（タイシタレーベル）

桑田佳祐

2006年（平成18年） 第78回 青春アミーゴ

修二と彰（ジャニーズ・エンタテイメント）

2007年（平成19年） 第79回 宙船（そらふね）

桑田佳祐
（編曲：サザンオールスターズ）

2004.07.21

永野慶作

2005.11.02

永野慶作

zopp

作曲・編曲: Shusui, Fredrik Hult,

（コーラスアレンジ：高橋哲也）

Jonas Engstrand, Ola Larsson

ＴＯＫＩＯ（ユニバーサルミュージック）

中島みゆき

中島みゆき（編曲：船山基紀）

2006.08.23

永野慶作

2008年（平成20年） 第80回 蕾

コブクロ（ワーナーミュージック・ジャパン）

小渕健太郎

小渕健太郎（編曲：コブクロ）

2007.03.21

永野慶作

2009年（平成21年） 第81回 キセキ

ＧＲｅｅｅｅＮ（NAYUTAWAVE RECORDS）

ＧＲｅｅｅｅＮ

ＧＲｅｅｅｅＮ

2008.05.28

酒井 格

2010年（平成22年） 第82回 Ｍｙ Ｂｅｓｔ Ｏｆ Ｍｙ Ｌｉｆｅ

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（ワーナーミュージック・ジャパン）

越智志帆

多保孝一（編曲：蔦谷好位置）

2009.05.13

酒井 格

水野良樹

水野良樹（編曲：本間昭光） 2010.05.05

酒井 格

いきものがかり（エピックレコードジャパン）

2011年（平成23年） 第83回 ありがとう

※警察音楽隊による入場行進の演奏なし

2012年（平成24年） 第84回 Everyday、カチューシャ

ＡＫＢ４８（キングレコード）

井上ヨシマサ

2011.05.25

酒井 格

岩井俊二

菅野よう子（編曲：菅野よう子） 2012.05.23

酒井 格

ＡＫＢ４８（キングレコード）

秋元康

伊藤心太郎（編曲：武藤星児）

2013.08.21

酒井 格

松たかこ（WALT DISNEY RECORDS）

Kristen Anderson-Lopez・

Kristen Anderson-Lopez・

※映画「アナと雪の女王」日本語吹き替え版劇中歌

Robert Lopez（訳詞：高橋知伽江） Robert Lopez

2014.03.19

酒井 格

2016年（平成28年） 第88回 もしも運命の人がいるのなら

西野カナ（SME Records）

西野カナ

山口隆志（編曲：山口隆志） 2015.04.29

酒井 格

2017年（平成29年） 第89回 恋

星野源（SPEEDSTAR RECORDS）

星野源

星野源（編曲：星野源）

2016.10.05

酒井 格

（編曲：酒井 格、指揮：井村誠貴、吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ）

阿久悠

谷村新司

1993

酒井 格

ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト（門倉有希）

2013年（平成25年） 第85回 花は咲く

※flying Dog（ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ）

2014年（平成26年） 第86回 恋するフォーチュンクッキー
2015年（平成27年） 第87回 Ｌｅｔ

2018年（平成30年） 第90回

Ｉｔ

Ｇｏ～ありのままで～

大会歌 「今ありて」

秋元康

（編曲：井上ヨシマサ）

初代 大会歌 「蒼空高き甲子園」
作詞：谷 譲次 作曲：陸軍外山学校軍楽隊

（一）、蒼空高き甲子園
桜花(ｻｸﾗ)に香（ﾆｵ）う風裂きて
熱球砂を噛むところ
見よや光栄の陽は躍る
オール日本の若人に
ラ・大毎！
ラ・大会！
ラ・ララ ラ
（二）、歴史に輝く大会の
この王冠は誰が上に
白線虹を描く時
聴けよ鉄傘揺るがする
ヤング日本の雄叫びを
ラ・大毎！
ラ・大会！
ラ・ララ ラ
全国中等学校野球大会の歌
作詞：福武 周夫

作曲：信時 潔

（一） 青雲のたなびく窮み 東ゆ西ゆ
勝ちて驕らず 大旆の下 集いし吾等
若き生命を 真理にささげ
正しく強く 力に生きん
見よや簇立つ 峰雲のかがやき
時こそ来つれ いざ戦わん
守れ！と叫ぶは 精神のひびき
戞！とひびくは 力のさけび
群がる強豪 打ちてし止まん
名をこそ惜しめ ますらお吾等
（二） 青山の向伏す限り 南ゆ北ゆ
勝ちて驕らず 大旆の下 集いし吾等
若き矜持を 血潮に盛りて
雄々しく純く 努めて勝たん
見よや射反す 大地のきらめき
時こそ来つれ いざ戦わん
相搏つ意気に 火もほとばしれ
うち勝つものに 永久の光あれ
男の子のいさおし 斃れて止まん
名をこそ惜しめ ますらお吾等

二代目 大会歌 「陽は舞いおどる甲子園」
作詞：薄田 泣菫

作曲：陸軍外山学校軍楽隊

（一）、陽は舞いおどる甲子園
若人よ雄々しかれ
長棍痛打して
熱球カッと飛ぶところ
燃えよ血潮は火の如く
ラ毎日
ラ大会
ララララ
（二）、戦塵あがる春なかば
戦士らよ雄々しかれ
輝く王冠の
誉に酔うは何人ぞ
あげよ凱歌を波のごと
ラ毎日
ラ大会
ララララ
全国中等野球大会行進曲
作詞：富田 砕花

作曲：山田 耕筰

（一）百錬 競える この壮美
羽摶け 若鷹 雲裂きて
溢るる感激 迸る意気
今日ぞ 晴れの日 起て男児
掲ぐるほこりに 旭日映えて
球史燦たり 大会旗
（二）烈烈 火燃ゆる この闘志
繚乱 華咲け 技冴えて
溢るる感激 迸る意気
今日ぞ 晴れの日 往け男児
掲ぐるほこりに 旭日映えて
球史燦たり 大会旗
（三）優勝 確たる この飛躍
毅かれ 若獅子 陽を浴びて
溢るる感激 迸る意気
今日ぞ 晴れの日 捷て男児
掲ぐるほこりに 旭日映えて
球史燦たり 大会旗

三代目 大会歌 「今ありて」
作詞：阿久 悠

作曲：谷村 新司

新しい季節（とき）のはじめに 新しい人が集いて
頬（ほほ）そめる胸のたかぶり 声高（こわだか）な夢の語らい
ああ甲子園 草の芽 萌え立ち 駆け巡る風は青春の息吹か
今ありて 未来も扉を開く 今ありて 時代も連なり始める
踏みしめる土の饒舌（じょうぜつ） 幾万の人の想い出
情熱は過ぎてロマンに 花ふぶく春に負けじと
ああ甲子園 緑の山脈（やまなみ） たなびける雲は追いかける希望か
今ありて 未来も扉を開く 今ありて 時代も連なり始める
ああ甲子園 緑の山脈（やまなみ）
たなびける雲は追いかける希望か
今ありて 未来も扉を開く
今ありて 時代も連なり始める
今ありて 時代も連なり始める
とき じょうぜつ やまなみ やまなみ
全国高等学校野球大会の歌
作詞：加賀 大介

作曲：古関 裕而

（一）雲はわき 光あふれて
天たかく 純白のたま
きょうぞ飛ぶ 若人よ いざ
まなじりは 歓呼にこたえ
いさぎよし ほほえむ希望
ああ 栄冠は 君に輝く
（二）風をうち 大地をけりて
悔ゆるなき 白熱の
力ぞ技ぞ 若人よ いざ
一球に 一打にかけて
青春の 賛歌をつづれ
ああ 栄冠は 君に輝く
（三）空をきる たまのいのちに
かようもの 美しくにおえる
健康 若人よ いざ
みどり濃き しゅろの葉かざす
感激を まぶたにえがけ
ああ 栄冠は 君に輝く
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