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報道各位  
 
 

こ 

 

 
 

内村航平、萩野公介、吉田沙保里、錦織圭、桐生祥秀、ケンブリッジ飛鳥 and more 
 

 

リリオオにに挑挑むむアアススリリーートトのの勝勝負負曲曲ををオオンンエエアア！！  

『『アアススリリーートトたたちちののCChheeeerr  uupp  SSOONNGGSS  22001166』』  
 

 

 

 

TOKYO FM 各番組で 2016 年 8 月 5 日～8 月 22 日放送 
 

 
 

TOKYO FM では、リオに挑むアスリートたちに音楽でエールを贈るスペシャル企画『アスリートたちの

Cheer up SONGS2016』を 8月 5日～8月 22日に実施します。TOKYO FMがアスリート達に独自取材し

た「試合前に聴く曲」や「心の支えとしている」曲を、平日の生ワイド番組、土曜日「SPO☆LOVE」を中心に

オンエアしていきます。 
 

◆大好評の TOKYO FM独自企画！アスリートたちの勝負曲をコメントとともにオンエア！ 
 

TOKYO FMの報道スポーツチームが、リオに挑む注目の日本選手たちに、「試合前に聴く曲」や「心の支えと

している曲」を独自取材！体操の内村航平選手、競泳の萩野公介選手、レスリングの吉田沙保里選手、テニス

の錦織圭選手、陸上のケンブリッジ飛鳥選手、新体操の畠山愛理選手、女子7人制ラグビー「サクラセブンズ」

など、40選手以上の『Cheer up SONGS』が集まりました。 

たとえば、体操男子の絶対的エース・内村航平選手の『Cheer up SONGS』は、AK-69 AKA Kalassy Nikoffの

『M．IRON HORSE -No Mark-』。この曲は“地方競馬出身の馬”が、競馬の頂点である“ダービー”に挑んでいく

という歌詞で、内村選手は「自分も地方出身者なので共感し、最初から王者だったわけではなく、チャレンジャ

ーから王者と言われるようになっただけ。常に挑み続ける気持ちを大切にしたい」と語ってくれました。 

TOKYO FM では、そんなアスリートたちの想いがこもった特別な一曲を、平日の生ワイド番組、土曜日「SPO 

☆LOVE」を中心にオンエア！リオに向けて音楽でエールを贈ります。 
 

 

 

【対象番組】 

『クロノス』（月～金 6:00～9:00）『Blue Ocean』（月～金 9:00～11:00） 

『LOVE CONNECTION』（月～金 11:30～13:00） 

『高橋みなみの「これから、何する？」（月～木 13:00～14:55）  

『シンクロのシティ』（月～木 15:00～16:50）  

『Skyrocket Company』（月～木 17:00～19:00）  

『TIMELINE』（月～木 19:00～19:52） 

『よんぱち』（金 13:00～16:30） 

『SPO☆LOVE』（土 5:00～6:50） 

 

【Cheer Up SONGS楽曲リスト】 

 
競技 選手名 アーティスト名 曲名 理由など 

体操男子 内村航平 
AK-69 AKA Kalassy 

Nikoff 

IRON HORSE 

-No Mark- 

「地方競馬出身の馬」が、競馬の頂

点である「ダービー」に挑んでいくという

歌詞。自分も地方出身者なので共

感し最初から王者だったわけではな

く、チャレンジャーから王者と言われる

ようになっただけ。常に挑み続ける気

持ちを大切にしたい。 

体操女子 寺本明日香 関ジャニ∞ 前向きスクリーム 

高まるのと、楽しくなっちゃうのと、きょう

も楽しくやろうかな（みたいになる）。 

いつも聴いている。 
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フェンシング 

女子サーブル 
青木千佳 

寿君 オレガヤレバ 
友達に勧められた。聴いたらテンション

あがるので、試合前に聴いたりする。 

絢香 虹色 
いとこの結婚式でかかっていて、幸せ

な気分になれるのでよく聴く。 

フェンシング 

女子フルーレ 
西岡詩穂 

Owl City & Carly Rae 

Jepsen 
Good Time 

なるべく洋楽を聴く。テンポがよく、試

合に臨む時にテンション上げてくれる。 

Carly Rae Jepsen Curiosity 
テンポ、リズムが好きで、この曲で集中

できる 

フェンシング 

女子エペ 
佐藤希望   ディズニーの曲 

ディズニーの音楽を聴くとテンション上

がる。ディズニーランドで流れている曲

を聴くだけで、大好きなディズニーラン

ドに行っている気がして嬉しくなる。 

フェンシング 

男子サーブル 
徳南堅太 

夜のカロスキル パクジヨン 

ヘッドコーチが韓国人なので、K-POP

を聴いて韓国語を勉強している。バラ

ードなので試合前には聞かない。 

アンニョン ヒョリン 

ヘッドコーチが韓国人なので、K-POP

を聞いて韓国語を勉強している。 

韓国ドラマの主題歌がこの曲で、曲も

聴くようになった。 

7 人制 

ラグビー女子 
兼松由香 

ＡＩ 

K'NAAN with AI  

Two Steps From Hell 

Ｓｔｏｒｙ／ママへ 

Wavin' Flag 

Compass 

Ｓｔｏｒｙは歌詞が大好き。 

歌詞が（サクラ）セブンズっぽい。 

涙が出る。家事をしているときも聞く。 

   〃 中村知春 ゆず 栄光の架け橋 オリンピックのビジュアルがわいてくる。 

   〃 鈴木彩香 安室奈美恵 Anything 

女性として強く生きてる姿に共感でき

るのでよく聴く。自分を信じてがんばろ

うと思える曲。 

   〃 桑井亜乃 ＥＸＩＬＥ Ki・mi・ni・mu・chu 
アジア予選東京大会でみんなが口ず

さんだ曲。 

   〃 山口真理恵 BIGBANG   

BIGBANGは全般的に好き。R＆Bを

よく聴く。EDM とか。あんまり日本語の

歌は聞かない。リズムに乗れたり、感

覚としていい歌がすごく好き。気持ち

をアゲるときはテンションがあがるような

リズムのよい曲。 

   〃 冨田真紀子 One Direction  Story of My Life 
CM ソングで知って、そのキャッチコピー

とサクラセブンズがかぶる 

   〃 横尾千里 浦島太郎（桐谷健太） 海の声 
声が好き。一生懸命歌っている感じ

が好き。 

   〃 三樹加奈 

浦島太郎（桐谷健太） 

星野源 

Ｏｎｅ Ｄｉｒｅｃｔｉｏ 

海の声 

リオに必ず持っていくものは「i-Pod」。

音楽は欠かせない。色んな曲が入っ

ていて洋楽も邦楽も聴く。リラックス時

にも気合を入れたい時にも。 

   〃 谷口令子 Celtic Woman You Raise Me Up メロディが好きで落ち着く。 

   〃 大黒田裕芽 
絢香 

清水翔太 
PUFFY/JUDY AND MARY 

夢を味方に 

Journey など 

 

歌詞に好きなフレーズがある。 

選手内でも清水翔太は人気。 

先輩から教わった。 

   〃 山中美緒 馬場俊英 スタートライン 
友達に勧められて聴いた時に、ケガを

していて、この曲が心にしみた。 

   〃 小出深冬 ＥＸＩＬＥ Giver 
歌詞が自分のラグビーを考える助けに

なる。 
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柔道女子 

48 キロ級 
近藤亜美 Sun Set Swish マイペース 

先輩から進められて聴いたら好きにな

って試合前にいつも聴いている。 

待っているときはずっと大音量で。 

他の声を聴くと緊張するのでずっとそ

れを聴いて、刷り込ませて、言い聞か

せて試合に行く。 

柔道女子 

70 キロ級 
田知本遥 

安室奈美恵 

BIGBANG 

Get Myself Back 

 

友達に試合前に贈られた。試合直前

に聴く。落ち着きながらも燃える。 

陸上男子 

短距離 

ケンブリッジ 

   飛鳥 
Pharrell Williams Happy   

陸上男子 

短距離 
桐生祥秀 

Aｖｉｃｉｉ 

クリス・ブラウン 

WAKE ME UP 

Turn Up The Music 

洋楽を良く聴く。特に avicii が好きで

レース前に良く聴いている。 

陸上男子 

競歩 
藤澤勇 

FUNKY MONKEY 

BABYS 
明日へ   

バドミントン 

女子 
奥原希望 西野カナ 

Clap Clap!! 

Every Boy Every Girl 

西野カナの曲は何でも好き。試合前

もよく聴く。 

  山口茜 嵐 voice 
自分の名前も入っていて、故郷を思

い出させる。 

バドミントン 

男子 
早川賢一 SEKAI NO OWARI Fight Music 試合前に元気が出るので聴く。 

トライアスロン 

女子 
上田藍 

小田和正 

エド・シーラン 

風の坂道／たしかなこと 

 
リラックスモードのとき聴く。 

トライアスロン 

男子 
田山寛豪 

宇多田ヒカル 

EXPRESS 

マイア・ヒラサワ 

花束を君に 

もぐらの唄 

Boom！ 

ウチの妻がファンで… 

迷いがあるときに聴くと気合が入る。 

盛り上がる。気持ちを高める曲。 

サッカー男子 中島翔哉 back number Bird's sorrow 

人生で初めて＆唯一行ったことのある

ライブが back number。中でもこの曲

が特に好き！ 

サッカー男子 室屋成 矢沢永吉 止まらないｈａ～ｈａ 

「タオルを投げるあの曲です！アツイの

が好きなんで！」試合前は必ず聴く。 

リオでも勿論聴く！ 

サッカー男子 大島僚太 槇原敬之 僕が一番欲しかったもの   

バレーボール 

女子 
宮下遥 SEKAI NO OWARI RPG   

競泳男子 

自由形 
萩野公介 ＡＫＢ４８   

自身で「アイドル好き」と公言。ＡＫＢ

は初期の頃から応援していてファン歴

は長い！勿論、「前田敦子のハート

ソングス」もしっかりチェック。また地元

栃木のRadio Berryで番組「Just Do 

It」のパーソナリティを務める。 

水球男子 足立聖弥  
E-Girls Anniversary!!    

Mr.Children     

自転車男子 

ケイリン 
脇本雄太 

BUMP OF CHICKEN 

HY 

天体観測 

 
高校の時から大好き。 

自転車男子 

スプリント 
中川誠一郎 

吉井和哉 

湘南乃風 

加藤ミリヤ 

超絶ダイナミック！ 

 

 

ドラゴンボールが好きだから（アニメ「ド

ラゴンボール超」オープニングテーマ）。 
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自転車女子 

オムニアム 
塚越さくら 

西野カナ 

福山雅治 

コブクロ 

トリセツ 

桜坂 

桜 

よく聴いている。共感できる。 

自分の名前が入っているので「桜」の

曲、優しい曲を聞きます。 

新体操 畠山愛理 アリアナ・グランデ   テンポのいい明るい曲が好き。 

テニス男子 錦織圭 

Nujabes 何でも 

音楽はなくてはならない。テニス人生

にも欠かせないもの！試合の前のル

ーティーンとして「音楽を聴くこと」はマ

スト。特に試合前に聴くのはヌジャベ

スらピップホップ系！今年、自身初と

なる【ヌジャベスのコンピレーションアル

バム】をリリースしているほど好き。 

ONE OK ROCK The Beginning 
昨年の JAPAN OPENでは自身の登

場曲に。 

ASIAN KUNG-FU         

GENERATION 
ソラニン 等 

エンドコート（コートチェンジ）時の選曲

にはよくアジカンの曲が入る。 

レスリング 

女子 
吉田沙保里 NEWS 何でも 大の NEWS 好き！ 

ウエイトリフテ

ィング女子 
三宅宏実 YUKI 何でも 

ライブにも足を運ぶほど大の YUKI 好

き！ 

 

◆さらに TOKYO FM各番組で、リオの熱戦をリポート！  
                             

 

TOKYO FMの鈴木晶久アナウンサーが現地入りし、下記の番組を中心に、リオの熱戦をリポートします。 
 

★『クロノス』内の「スポーツクロノス」（月～金 6:15頃～） 

『シンクロのシティ』内の「Cheer Up Station」（月～木 16:27頃～） 

『Skyrocket Company』の「サクラセブンズ応援部」（月～木 18:03頃～） 

『TOKYO FM NEWS』（月～日 21:55頃～） 

『SPO☆LOVE』（土 5:35頃～） 

★Faceboook でも、取材のこぼれ話や、リオの様子を随時アップしていきます。 

https://www.facebook.com/cheerupstation/ 

 

さらに、鈴木晶久アナウンサーは、TOKYO FMのレギュラ

ー出演者に応援メッセージを書き込んで頂いたフラッグを持っ

て現地入りします。高橋尚子、RYO-Z (RIP SLYME）、サラ・オ

レイン、高橋みなみ、中西哲生、高橋万里恵、松任谷正隆、

中井美穂、住吉美紀、鈴木おさむ、岡部茉佑、LOVE などが

熱いメッセージを書いてくれました。このフラッグを競技会場で

掲げて、日本からの熱いエールをリオに届けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
高橋尚子           RYO-Z (RIP SLYME） 

https://www.facebook.com/cheerupstation/

