
◆◆◆オリックス・バファローズが好きやねん！へのメッセージ 

ありがとうございます！！◆◆◆(2021/9/27)  

 

尼崎市 26 男性       

メディアでなかなかオリックスの若手選手を取り上げて頂く機会がないので、活躍してる

姿を映像で視聴出来て嬉しいです。 

 

泉佐野市 13 男性       

オリックス・バファローズのファンです。この番組を見ていて、野球が好きになりました。

中学校のクラブは野球部です。僕も野球をがんばります 

 

神戸市長田区 68 男性       

選手のさまざまなことがわかり、面白いし、身近に感じられる。 

 

西宮市 61 女性       

母の名義で加入しています。今年はオリックス大躍進の年！25 年ぶりの優勝を目指し、オ

リックスファンはドギドキの毎日です。ベイコムさんにも取材に力を入れていただきたい

と期待しています。 

 

尼崎市 52 男性       

今年はいける！全力応援します！ 

 

西宮市 60 女性       

宗選手、今度はサイクルヒット決めて下さい。 

 

大阪市西区 46 男性       

楽しく拝見してます。早く一軍選手のインタビューできるようになると良いですね。これか

らも楽しい番組を制作してください。 

      

奈良市 46 女性       

オリックス大好きです。また見てたらやってたのでビックリしました。なかなかオリックス

の番組ないのでテンション上がりました。放送日確認したのでこれからも見ます！ 

 

西宮市 50 男性       

こんにちわオリックス大ファンです。毎週楽しみに番組見てます。ヒーロー特集最高です 

今期調子良く、優勝間違い無しです。特番で優勝特集して下さい 



伊丹市 58 男性 

オリックスの番組、もっと多くして欲しいです。ヨロシクお願いします 

 

尼崎市 63 男性 

いつも見ています。ファーム情報も流してくれて貴重な番組です。 

 

西宮市 57 男性 

今年はバファローズとタイガースの日本シリーズ楽しみにしています。 

      

大阪市浪速区 50 男性 

監督やコーチのインタビューが見たいです。 

 

尼崎市 46 男性 

首位独走中のバファローズのかっこいい場面を沢山観れてありがとうございました。 

優勝しか望んでませんので勝ちまくれバファローズ。 

     

西宮市 31 女性 

後半戦もたのしみです！ 

 

西宮市 39 女性 

2021 年 7 月 13 日 来田涼斗選手のプロ初登録、初出場、初スタメン、初本塁打、初打点、

初猛打賞、初盗塁の初づくしの日に、こちらのプレゼントの来田涼斗選手のサインボールが

届きました！！めちゃくちゃタイムリーなプレゼント、本当にありがとうございま

す！！！大興奮です！！！！！！ 今回はプレゼントの応募ではなくお礼を伝えたくてこ

ちらに書き込ませていただきました。スタッフの皆様、コロナ、熱中症には気をつけて、お

仕事頑張ってください。本当にありがとうございました！ 

 

大阪市住吉区 62 男性 

バファローズをもう 50 年ほど応援しています。 

 

神戸市垂水区 54 女性 

ヒーロー特集は楽しいっ！ほっともっとフィールドでの盛り上がりが懐かしいです。山岡

投手の故障が長引きませんように。私は両腕がテニス肘＋ゴルフ肘というエゲツない痛み

の中オリックスを応援してます。今日の来田選手のホームラン見て泣いてしまったわよ。 

 

茨木市 37 男性 



最近のバファローズが強いので番組が楽しみで仕方ないです。これからも楽しいバファロ

ーズ情報をお願いします。 

 

神戸市西区 27 男性 

BsGirls の特集お願い致します。 

 

宝塚市 61 女性 

ヒーロー特集は、いつ見ても嬉しいです♪前半戦１位ターンも決まりましたし、この調子で

突き進んで欲しいです！ 

 

神戸市兵庫区 41 男性 

オリックス、悲願の「アレ」に向けて、期待が膨らんでおります。今年こそは、シーズンオ

フに記念特番が放送されますように。 

 

東大阪市 55 女性 

いつもファームの情報ありがとうございます！貴重ですー 

 

和泉市 63 男性 

好調をキープし前半戦終了し、首位で U ターンしました。中嶋聡監督と水本ヘッドコーチ、

梵&辻打撃コーチのチームワークも良く、課題の打撃力も向上してきたようです。あとは実

践を通じてバントや守備力など細かい野球を徐々に向上させていくことと、クローザーの

育成だと思います。こんな風に課題が明確になってきていることもチームが成長した証だ

と思います。後半戦再開後もチームが成長し、ファン全員に大きな喜びと夢をあたえてくれ

ることを期待しています。 

 

岩出市 23 女性 

前半戦首位のヒーロー特集お願いします 

 

吹田市 59 女性 

絶好調のバファローズ！毎週、番組を観るのが楽しみです。 

 

摂津市  32 

｢バファローズが好きやねん」は放送時間がもっと長ければ良いのに…と思わせてくれるく

らい楽しく観ています。 

 

大阪市此花区 56 女性 



オリックス、前半戦を首位で折り返し！後半戦も調子を維持して、強敵揃いのパ・リーグを

勝ち抜いていってほしいです。公式戦はしばらくお休みになりますが、この番組やエキシビ

ションマッチなどを楽しみながら、後半戦を待ちたいと思います。 

 

宝塚市 22 女性 

同い年の廣澤選手めっちゃ応援してます！目指せ、レギュラー定着！！ 

 

神戸市北区 52 女性 

今年は強い！このまま首位キープでがんばれー！！ 

 

神戸市北区 47 女性 

ホームラン特集おねがいします。 

       

神戸市西区 10 男性 

優勝したら 1 時間ぐらいの特番をしてください！ 

 

川西市 54 女性 

前半折り返し、1 位！！嬉しすぎます。今日の活躍選手特集は色々なメンバーが出てくる事

が今のオリックスを象徴しますね！新人、来田くんの初一軍初球ホームランは最高でし

た！また、楽しみが増えました。是非、生で応援したいです！ 

 

神戸市垂水区 40 女性 

オリックス・バファローズ大好きです！今回のヒーロー特集、嬉しかったです！また是非し

て欲しいです！今年はバファローズが強くて、めちゃめちゃ楽しいシーズンとなっていま

すね！優勝したら優勝特番をして欲しいです！ 

      

大阪市西淀川区 53 男性 

毎週番組楽しみに見ています。選手の活躍や選手のインタビュー見ていて楽しんでいます。 

 

大阪市城東区 69 女性 

毎週、楽しく見ています。オリックスの新人情報お願いします。 

 

岸和田市 52 男性 

北の大地に来田が来た！！ 

 

枚方市 27 女性 



職場で視聴させていただいてます。バファローズが大好きです。選手のキャラクターがよく

わかる番組、うれしいです。 

 

神戸市垂水区 63 女性 

短い番組だけど、毎週楽しみにしています。選手の良いところを凝縮して解りやすい。 

 

向日市 52 女性 

今年は優勝の可能性が有るので、シーズン終盤まで楽しめそうです。優勝特番を期待してい

ます！ 

    

大阪市西区 45 女性 

いよいよ折り返し地点。残りの試合も頑張ってほしいです。 

 

西宮市 61 女性 

前半戦を首位で折り返し、いつになく強いオリックスに、長年のファンはドキドキ・ハラハ

ラ、当惑しています。このまま 25 年ぶりの優勝目指して突っ走って欲しいです。これから

もスカッとする場面を番組でもたくさん見せてください！ 

 

尼崎市 47 男性 

首位ターンしたバファローズのヒーロー特集ありがとうございます。 

コロナ禍で暗い関西を明るくしてください。がんばれバファローズ。 

 

西宮市 50 男性 

ヒーロー特集はいつも見ていてスッキリします 

 

奈良市 54 女性 

2014 の終盤にファンになり、オリックス・バファローズの試合見たさに、2015 にケーブル

テレビに加入し年間 20 試合前後は球場で応援してきました。2015 以降はずっと応援し続

けるも B クラスで悲しい日々でしたが今年は現在Ａクラス！それどころか夢にまで見た首

位！5 月以降はずっと応援してた選手の頑張りが実を結ぶ試合も多くて野球が楽しいです。 

ほんとはもっと球場で応援したいです。入場制限もまだ続きそうですが、球場で拍手や手拍

子での応援をしたいです。8 月の公式戦再開にはコロナの状況が好転し、オリックスの後半

戦もいい試合が続きますように！試合の無いときもオリックス・バファローズが好きやね

んでバファローズの情報が見れるのは有り難いです！後半戦も頑張れ！オリックス・バフ

ァローズ！ 

 



尼崎市 54 男性 

今シーズンはこの番組を観るのが楽しみです。一般に取り上げられる選手が決まっている

中、多くの選手を取り上げて下さるので嬉しいです。優勝した際には特番して下さい。楽し

みにしています。 

 

尼崎市 37 女性 

行く予定だった無観客試合の様子が観れて嬉しかったです。爽やかで聞きやすいナレーシ

ョンも大好きです。 

 

大阪市浪速区 36 男性 

妻がオリックス・バファローズファンで、自分も詳しくなろうと見ています。妻が知らない

情報を伝えると驚いてくれるので嬉しいです。同郷の太田椋選手の情報をもっと見たいで

す。 

 

大阪市西区 26 女性 

巨人ファンですが今年から大阪に引っ越してきてタイミング良く今年は強いのでオリック

スの動向もおいかけるようになりました。オリックスならでは、みたいなのがあれば特集し

てほしいです。 

 

奈良市 24 女性 

オリックスの番組嬉しいです！ 

      

大阪市大正区 28 男性 

ファーム情報もっと放送お願いします。 

 

大阪市旭区 34 女性 

オリックス選手の試合以外の顔が見られるので好きな番組です。今シーズンはリーグ優勝

も夢じゃなくなってきましたので、引続き応援頑張ります！ 

 

宝塚市 61 女性 

オリンピック期間中は プロ野球が観れなくて とっても寂しいです。そんな中でのヒーロ

ー特集は 顔がニヘラニヘラしてしまうほど 楽しかったです♪ 

 

大阪市都島区 27 男性 

いつもオリックスバファローズが好きやねん楽しみ観てます。今年のバファローズは丑年

ということもあり快進撃を続けています。後半戦もこの調子で頑張れバファローズ！！ 



守口市 50 男性 

他にオリックスの番組がないので、いつも家族で楽しませてもらってます。ずっと番組が続

く事を希望します。 

 

貝塚市 27 女性 

ピッチング、バッティングそれぞれの見どころやヒーローインタビュー等沢山見れて嬉し

いです！YouTube の蔵出しも見せていただきました！！これからも色んな選手の素晴らし

いシーン楽しみにしてます 

 

宝塚市 22 女性 

後半戦も突っ走っていくぞー！優勝だー！ 

 

大阪市阿倍野区 28 女性 

バファローズを取り上げてくれる番組が見れて嬉しいです！ 

これからオリックスもおもしろい試合をしてくれると思うので、さらに番組を楽しみにし

ています！！ 

 

神戸市北区 52 女性 

現在、首位!!今年のオリックスは違う。夢をみてもいいのかなぁ～。がんばれー 

 

豊中市 39 女性 

杉本選手最高！宮城投手も期待の若手。オリックス好きすぎてあっという間に番組が終わ

る気がします。神戸さんのインタビューとかしてほしいです。 

 

川西市 13 男性 

オリックスが首位で嬉しいです。生で試合を観たいです。お願いします。 

      

和泉市 63 男性 

前半戦を首位でターンし、今年の結果には期待しています。そのため、選手全員気を緩める

ことなく、後半戦に備えて欲しいと思います。 

       

東大阪市 73 男性 

いつも家内と B 好きやねんを楽しみに見ています。新人選手とか、2 軍選手の事等を楽し

みにしてます。今季のオリックスは神ってます。きっと最高のシ―ズンになる事を期待して

います 

 



橿原市 39 男性 

毎回観ています。新外国人のスパークマンの特集をよろしくお願いします！ 

 

西宮市 61 女性 

オールスター→オリンピック休みの間に休養しつつもしっかり練習して、後半戦もダッシ

ュスタートを期待しています。エキシビションマッチで活躍した若手や、新戦力外国人選手

をまた詳しく紹介してください。 

 

西宮市 50 男性 

ヒーロー特集はスッキリするから好きです。今年は首位やからたくさんネタありますね。 

 

岸和田市 53 男性 

バファローズ後半戦は一戦も見逃せない！ 

 

枚方市 29 男性 

職場の店舗で毎週拝見させていただいてます。バファローズが大好きです。選手の情報の充

実、期待してます！！ 

 

大阪市西淀川区 53 男性 

選手の活躍や選手のインタビュー見ていて楽しんでいます。色々な企画を組んでほしいで

す。 

 

西宮市 56 男性 

2 軍戦のオリックス戦の試合ももっとやってください。 

 

神戸市西区 12 男性 

オリックス・バファローズが好きやねん毎週見てます！東京オリンピックの後の後半戦の

戦いも楽しみになってきますね！どんどんバファローズ特集してください！！ 

 

西宮市 57 男性 

侍ジャパンでの吉田正尚選手の活躍期待しています。 

 

西宮市 31 女性 

ヒーロー特集楽しいです！ 

 

大阪市此花区 56 女性 



ヒーロー特集は気分がスカッとします。後半戦もたくさんのヒーローが登場すると良いな

ぁ！ 

 

吹田市 20 女性 

親子でバファローズが好きやねんを視聴しているため、毎放送ごとに親と感想を言い合い、

会話のきっかけになっています。私は特に山本投手を応援しているため、今回のヒーロー特

集に山本投手が出てきて嬉しかったです。太田椋選手のインタビューなども、期待していま

す！ 

 

大阪市阿倍野区 18 女性 

前半戦のヒーローは、誰が何と言おうと宗選手です！勝負強いバッティングと鉄壁な内野

守備に、毎試合「宗キュン」しています！！後半戦も怪我なくますますハッスルしてくださ

い。。。 

 

神戸市垂水区 40 女性 

今回のヒーロー特集もめっちゃ良かったです！今年はバファローズたくさん良いシーンあ

るので、改めて見れて嬉しかったです！来田くんの特集もして欲しいです！見逃してたら

すみません！ 

 

岩出市 23 女性 

侍ジャパン代表の吉田選手、山本選手のオリンピックでの活躍を特集お願いします 

 

宝塚市 61 女性 

今年は ヒーローが いっぱいですね♪ (編集も大変かと) 明日の韓国戦は 山本由伸投手が

先発予定かなぁ!?山本投手が投げて 吉田選手が打って勝つ！ 最高～♪ 

 

神戸市西区 54 男性 

前半戦、首位で終わるという快挙を達成！今年こそ念願の「優勝」も見えて来ました！ 

この調子で何とか悲願のＶを達成して欲しいものです！でも、ホンマ皆んな怪我だけは、注

意してくださいね！ ベイコムさんへ  オリックスバファローズの後半戦の勇姿が見れ

る放送を楽しみにしています！宜しくお願いします！ 

 

寝屋川市 45 男性 

大阪府在住ですが、オリックスバファローズを特集してくれる番組が、無く、この番組は週

に一度の楽しみにしています。2 軍選手の姿や声も聞けてありがたいです！ 

 



神戸市垂水区 54 女性 

懐かしい神戸での試合、吉田正尚選手のホームランは生で見ました！歓声がスタジアムを

揺らしました。宮崎へキャンプを見に行こうと目論んだ末に無観客キャンプが決定。泣く泣

くキャンプ生中継を録画して見ました。「今年はオリックスが来るよ！」と周りに言いまく

り、実際１位で折り返し。焦るじゃないか！ 

 

神戸市西区 50 女性 

今シーズンのオリックス・バファローズの活躍に期待しています。優勝目指して頑張って欲

しいです。 

 

神戸市西区 12 男性 

これから後半戦に入ってきますが、まだまだ勝ち進んで、25 年ぶり優勝期待しています！ 

頑張れバファローズ！ 

 

大阪市城東区 30 女性 

オリックスの勝った試合のダイジェストを観れるのは、テンションが上がります。この試合

観てたとか、ヒーローインタビューの言葉を噛み締めるように聞け、オリックスへの想いが

高まります。これからもオリックス情報の情報をお願いします!! 

 

大阪市西区 45 女性 

京セラドームでの野球観戦が、無観客だったり人数が限られていたりしている中でこうし

てテレビで選手の皆様を見れるのが嬉しいです。 

 

西宮市 61 女性  

オリンピックでも由伸と正尚が大活躍。オリックスの後半戦の更なる躍進を期待していま

す。 

 

尼崎市 15 男性 

前半戦(今回特集の交流戦含め)ここまでファンにとって最高のシーズンです。このまま投手

陣と野手陣が中嶋監督の下、試合で躍り続けリーグ優勝の夢を叶う事共に実現したいです。 

過去のフレーズにあった“さらに一つになり”&“Mission October”をチームファン一丸

に突き抜けましょう！ 

 

西宮市 50 男性 

交流戦優勝特番素晴らしかったです。また見たいです。今年はペナントレースも優勝です 

また特番して下さい。 



 

大阪市西区 51 女性 

交流戦優勝はとても嬉しかったです。オリックス大好きな芸能人のかたのインタビューな

どあれば楽しいと思います。 

     

西宮市 31 女性 

交流戦 V 最高です！ 

 

大阪市西区 46 男性 

これからもオリックス・バファローズ贔屓の番組制作お願いします。 

 

尼崎市 47 男性 

エース山本由伸投手と主砲吉田正尚選手がメダリストになりました。ぜひ凱旋インタビュ

ーをよろしくお願いします。オリンピックブレイクを経て次はリーグ優勝や頼むでバファ

ローズ。 

 

吹田市 53 男性 

今年は、田嶋投手が調子がいいので、特集してほしいです。 

 

西宮市 56 男性 

オリックス戦の 2 軍戦の中継を増やしてください。 

 

生駒市 63 男性 

２軍選手たちの紹介大好きです 

 

大阪市生野区 71 男性 

後輩に先輩の事を語らせて欲しい。 

 

伊丹市 57 男性 

どんどんオリックスのテレビ放送してください 

 

西宮市 57 男性 

侍ジャパンでの山本由伸投手、吉田正尚選手の活躍凄かったです、後半戦での活躍期待して

います。 

 

池田市 56 男性 



オリンピック金メダルの勢いで目指せ三冠王。吉田正尚！ 

 

大阪市住吉区  62 男性 

猛牛一筋半世紀です。今年も応援しています。 

 

和泉市 63 男性 

いよいよ後半戦が開始。チーム一丸となって、優勝を目指して頑張って欲しいと思います。 

本田、山崎颯ら若手投手も先発ローテーション争いに参戦し、来田、宜保ら若手野手陣のポ

ジション争いを繰り広げるなど、チーム内の競争がそのままチーム力のアップにつながれ

ば、良い結果がついてくると思います。後半戦も楽しみに応援しようと思います。 

 

羽曳野市 70 女性 

交流戦のダイジェスト放送をありがとうございました。交流戦の成績を見ていると、後半戦

もこの勢いが止まらない気がしてなりません。新外国人選手の活躍にも期待していま

す！！ 

 

神戸市垂水区 54 女性 

あぁ、交流戦のあの恐ろしいほどの勝ちっぷり。なつかしい…と思ったけれど、ほんの２ヶ

月前の事！金曜日から後半戦が始まりますね。応援してます！ 

 

大阪市東成区 52 男性 

交流戦特集で宮城投手が巨人打線を封じたシーンを紹介して頂きありがとうございます。

現地観戦していました。同投手の後輩にあたる山下舜平太投手や元謙太選手の特集もお願

い致します。 

 

葛城市 58 男性 

毎週毎週録画を、必ずしてまだ見ています。裏方さん達の、情報なども、よろしくお願い致

します 

 

大阪市住吉区 45 女性 

主要選手はもちろん若手選手はこの番組で覚えます。これからもファームの情報もよろし

くお願いします。 

 

大阪市住吉区 19 男性 

ヒーローインタビューのダイジェストのコーナーが好きです。勝った試合の興奮がよみが

えります。 



 

神戸市西区 10 男性 

優勝してほしい！ 

 

大阪市住之江区 65 女性 

交流戦優勝特集の企画とてもよかったです！エキシビションで普段京セラでなかなかお目

にかかれない若手ホープがたくさん出てたので、こんどはよろしければ、そちらの特集も見

てみたいです。 

 

吹田市 20 女性 

交流戦優勝をダイジェストで見ることが出来て最高でした。来週も楽しみにしています(^ 

^) 

 

芦屋市 48 女性 

今季絶好調のオリックス。選手の声をもっともっと聞きたいです！ 

 

寝屋川市 45 男性 

大阪府在住ですが、オリックス・バファローズの番組がありません。この番組は、二軍選手

も出演されて、毎回楽しみにしています。 

 

東大阪市 52 女性 

オリックスファンなので毎回たのしみにしてます。特番でたくさんの選手の裏側などの特

集してください。 

 

橿原市 34 女性 

交流戦の優勝嬉しかったです。後半も頑張ってもらい今年こそ優勝!!! 

 

神戸市北区 52 女性 

みんなで勝ち取った金メダル。おめでとう。感動ものでした。 

また、公式戦も始まりこのまま首位キープで頑張ってほしいです。 

 

葛城市 48 男性 

交流戦優勝特集第二弾おねがいします 

 

大阪市中央区 48 女性 

以前佐藤達也広報の特集を放送してくださってありがとうございました。佐藤投手ファン



が今でも他にもおられることが分かってうれしかったです。機会があれば岸田投手コーチ

特集も是非お願いいたします！ 

 

奈良市 48 男性 

オリックス交流戦優勝までの戦歴見て嬉しかったです。このまま、優勝へ向けて応援し続け

ます！バファローズの追っかけ宜しくお願いします。ファン歴 30 年以上です。近鉄バファ

ローズからの大ファンですーーー！！" 

 

神戸市東灘区 55 女性 

「交流戦優勝！よかったねスペシャル」、後半戦がスタートする直前に気分が上がりまし

た！優勝試合が無観客だったのは残念でしたが、前日の 12 日、由伸投手が 15 奪三振した

試合は京セラで観戦していたので懐かしいです。13，14 日のファーム中継も楽しみにして

います。（お天気が心配ですが・・・）蒸し暑い日が続きますが、スタッフの皆様もお体を

お大事に。 

 

西宮市 60 女性 

侍ジャパンは山本由伸投手、吉田正尚選手の活躍で金メダルを獲得しました。 

さあ後半戦は全員の力でテッペン目指しましょう！期待しています。 

 

泉南郡熊取町 44 女性 

オリックスが好きすぎて、楽しみにしてます。今回も、最高です。10 回くらい見てます 

これからも、たくさんオリックスの情報、お願いします。若月選手の特集してもらえたら、

嬉しいです。 

 

堺市西区 69 女性 

今年は期待してます。今までみたいにたくさん観戦には行けないけど試合は楽しみです。 

みんなの活躍はうれしいです。後半戦も頑張って下さい 

 

泉佐野市 50 女性 

オリックスバファローズのファンです。家族で応援しています。今年こそ優勝して欲しい！ 

これからも、オリックスバファローズを応援していきます♪ 

 

佐野市 52 男性 

毎回楽しみに観ています。試合では観れない選手の表情がいいですね。 

 

岸和田市 53 男性 



オリンピックの次はバファローズの金メダルをぜひ！ 

 

茨木市 53 男性 

選手インタビューなど楽しみにしてます 

      

西宮市 31 女性 

後半戦たのしみです！ 

 

西宮市 50 男性 

オリックス大ファンです。ヒーロー特集大好きです。今年は強いのでネタがたくさんあると

思います。たくさん放送して下さい。今年は優勝期待してます 

 

大阪市城東区 69 女性 

新人選手の紹介を楽しみにしていますので、次に活躍しそうな選手をたくさん紹介してく

ださい。 

 

西宮市 56 男性 

オリックスの二軍も頑張って順位を上げてほしいです。 

 

大阪市西区 45 女性 

この年になって勉強を始めました。今週、教員採用試験があります。その後、8/29(日)に自

分へのご褒美にオリックスの試合を現地観戦することにしました。オリックスの存在は私

のモチベーションを上げてくれます。いつも本当に楽しく拝見させてもらってます！ 

 

向日市 52 女性 

前半戦は首位だったので番組も非常に楽しく見させて頂きました。後半戦も優勝に向けて

ますます盛り上げて下さい！ 

 

姫路市 54 女性 

夢のような前半戦が終わりいよいよ正念場の後半戦。ほぼ毎試合 9 回が恐ろしい事になり

胃が痛いです。9 回をきっちり押さえて安心して見ていられる試合をお願いします。 

 

西宮市 34 男性 

後半戦の始めの 3 連戦を勝ち越せたのはうれしい！しかも、相手は苦手のロッテで千葉マ

リン。ジョーンズ選手は本当に頼りになります。今回特集されていた試合ですが、山岡投手

が早々とマウンドを降りてどうなるかと思いましたが、チームの総力を合わせて勝ち切り



ましたね。あのときのチームの勢いを思い出しました。山岡投手も今日２軍でマウンドに上

がったみたいなので、早く上に上がってきて欲しいです。そして、またあの時のようにチー

ムの総出で勝ちまくっていってほしいです！ 

 

岩出市 23 女性 

宮城投手の特集お願いします 

 

堺市西区 18 男性 

6 月 22 日の試合は本当に痺れました。投手どんだけつぎ込むんや と思った場面もあった

のですが、チームで勝つ野球を体感しました！もう一度、痺れるシーンを見れて良かったで

す。 

 

神戸市垂水区 54 女性 

今年の交流戦は後半戦がスゴかった。怖かったわよ！この試合見てるだけでご飯をおかわ

り出来そうです。放送してくれてありがとうございました。今日は万が一…とほっともっと

フィールドへ行く準備をしてたけど雨。木曜はユニフォーム貰えないし花火無し。でも明日

のＢ－フンは貰うんだからっ！ 

 

宝塚市 36 女性 

今更ながら改めて交流戦優勝おめでとうございます。オリンピックも山本投手や吉田選手

も活躍されていました。山岡投手はリリーフ転向とも言われていますが、後半戦も頑張って

下さい！首位陥落しても最終的に優勝すればそれまでは過程ですので、選手の皆さんは怪

我なく邁進して下さい！ 

 

宝塚市 61 女性 

今日のヒーロー特集♪ あのタフな試合！ 山岡投手が降板した時点で『今日はアカンかも』

って意気消沈したのを覚えています。ところがところが！ 山田投手を筆頭に、み～んなで

勝ち取った１勝でしたね！ 今日は、数少ない《ほっともっと神戸》での試合、現地で観戦

予定だったのに、雨で中止・・・残念でした。 

 

茨木市 53 男性 

選手の声をたくさんお願いします 

 

堺市西区 69 女性 

今年は最初負けていても逆転してくれる雰囲気があります。ラオウには何かタイトルを取

って欲しいと思ってます。最後まで負けずに戦って欲しいです。応援してます。 



 

大阪市港区 56 男性 

このメッセージを載せて戴いた頃には優勝マジックのカウントダウンが始まっているので

は…そんな予感がしています。由伸投手・宮城投手が投げる試合等「勝てる試合」は少しで

も多く点を取って確実に勝ち、星を取りこぼすことなく夢に向かって突き進んで下さい。頑

張れわがまちのバファローズ！ 

 

和泉市 64 男性 

若手を多く起用し、育てながら勝つ。という中嶋監督の采配は、ワクワク感が大いにあり、

オリックスの試合を観るのが楽しい毎日です。後半戦も、投手では、山?颯、本田選手、野

手では、宜保、来田選手など期待の若手の起用もあり、彼等の成長も楽しみにしています。 

今年は、是非ともポストシーズン（クライマックスシリーズ、日本シリーズ）まで楽しませ

てもらえることを期待しています。 

 

大阪市城東区 69 女性 

毎回、オリックス情報楽しみに見ています。特に、新人情報をたくさん見せてください。 

 

佐用郡佐用町 33 男性 

オリックスの試合は地上波でなかなか見れないので、ハイライト的に番組で観れるのです

ごく嬉しいです。普段あまり見れない若手選手の紹介などもあってすごくありがたいで

す！ 

 

西宮市 57 男性 

タイガースとの阪神なんば線シリーズ期待しています、両チーム頑張れ! 

 

東大阪市 57 女性 

バファローズが首位をキープしているのが嬉しいです。今年こそ優勝してほしいです。 

 

堺市南区 66 女性 

今年は絶対優勝まっしぐらですね。ヒーロー特集も沢山ありすぎて嬉しい忙しさではあり

ませんか？ビールかけしている場面の放送を今から楽しみにしてます。 

 

寝屋川市 45 男性 

今は、オリックスバファローズも良い状態なので、このままいって欲しいとです！ 

 

西宮市 60 女性 



私もとうとう 60歳になってしまいました、還暦祝いにバファローズの優勝をお願いします。 

 

池田市 56 男性 

故障者続出、二軍はコロナ。現有戦力で凌ぐしかない。今こそ底力を発揮せねば来年以降も

最下位争いしか出来ないチームのままや。 

 

神戸市垂水区 63 女性 

皆が活躍しているので、見るのが楽しいです。観戦に行った試合も放送されるので、嬉しい。 

 

大阪市港区 31 男性 

いつも家族で楽しく観ています！オリックスのカッコいいところを取り上げてもらえて、

いつも番組見て気持ち良くなれます(笑) 11 年ぶりの交流戦優勝！記念タオル是非欲しい

です！お願いします！！ 

 

大阪市中央区 54 男性 

交流戦のヒーロー特集、劇的勝利がよくまとめられていて思わず拍手しました。 

後半戦のヒーロー特集にも期待しています。 

 

西宮市 57 男性 

山本由伸投手と宮城投手、二人で投手タイトルは総ナメですね期待しています。 

 

西宮市 60 女性 

バファローズ後半戦も好調で早くマジックがでないかそわそわしています。 

 

西宮市 56 男性 

二軍戦の試合中継をもっと増やしてください。 

 

豊中市 11 男性 

宮城選手と同じ左腕ピッチャーです。緊急事態宣言で今はチームでの練習が出来ないです

が、宮城選手のようなピッチングが出来るよう頑張りたいです。 

 

堺市南区 55 女性 

野球観る歴は長いのですが、今までは虎の方でして、宮城投手を知ってすっかりバファロー

ズファンになりました。今年の 7 月くらいからなので私が観ること出来てない試合が観れ

て嬉しいのと、バファローズはあんまり地上波では放送ないので(ニュースとかでも) 

このオリックス・バファローズが好きやねん！は貴重な情報番組でとてもとても嬉しくて



放送を楽しみにしてます！今回の 6/27 のも写真とかでは見てたのですが、ハイライトで試

合の内容も観ることが出来て本当に嬉しいです！ 

ずっとずっと続いて欲しい番組です！そして、全員で勝つ！" 

 

神戸市垂水区 54 女性 

吉田正尚選手、早い完治をお祈りしています！熱く応援せんとロッテが見えなくなりそう

です。いつもいい試合を思い出させていただきありがとうございます。 

 

大阪市大正区 55 女性 

オリックスの優勝が見たいのでこれからも球場で応援します!! 

 

神戸市西区 11 男性 

毎週見てます。5 分だけでも楽しみにしてます。 

 

神戸市西区 54 男性 

吉田選手の早い復帰を願ってます。頑張れバファローズ！ 

 

奈良市 58 女性 

9 月 18 日、19 日、京セラドームに行ってまいりました。開幕戦以来久々の生の応援です。

やはりライブはいいですね。T 選手のホームラン２本は盛り上がりましたよ。てっぺんまで

2.5 ゲーム差、ファンの皆さんしっかり応援しましょう。選手と一緒に戦いましょう。 

まさに「一緒に勝つ」です。番組も盛り上がっていきましょう。ますます期待しております。 

 

大阪市西区 45 女性 

残り試合もあと少しですが引き続き応援してます！！ 

 

堺市西区 69 女性 

いよいよ優勝争いが激しくなって来ました。吉田選手が居なくて苦戦してます。でも今いる

選手たちで頑張って欲しいです。二軍で頑張ってる選手たちの様子を又見せてください。 

 

西宮市 51 男性 

ヒーロー特集好きです。西武に 10 対 0 の試合最高でした。これからも勝ち続けて、特集い

っぱいして下さい。オリックス優勝や！ 

 

西宮市 61 女性 

オリックスが優勝することを信じている 30 年越しのファンです！今年はヒーロー特集も



(例年とは違って)素材が多すぎて困りますね(笑) 何度見ても気分のいい場面をたくさん見

せてください。 

       

神戸市垂水区 63 女性 

二軍の情報もしてもらえるので、楽しみです 

 

泉佐野市 18 女性 

いつも楽しみに番組を視聴しています。テンポの良い解説があるので、オリックス・バファ

ローズの活動が、番組を通して分かるので勉強になります。これからも応援しています 

 

大阪市北区 14 男性 

オリックスが好きなので毎週楽しみにしています!! ヒーロー特集を多くして欲しいです!! 

ルーキー紹介が少し多い気がします。 

 

茨木市 53 男性 

選手の声を聞きたいです 

 

神戸市垂水区 54 女性 

なかなかファームの試合を見る機会が無いので楽しみました。若手の選手の頑張りを見る

のは良いですね。そして相手の大学生との体格差に驚きます。舞洲はやっぱり遠くて…来年

は神戸でやるときに観戦に行きます。吉田選手の負傷離脱で一軍の試合がピリッとしませ

ん。でもいいとこ取りで番組を作ってくださいね。早く BsGirls も帰って来ないかな。 

 

岸和田市 53 男性 

最後まであきらめない！絶対優勝を！ 

 

西宮市 60 女性 

吉田正尚選手、ゆっくりケガを治してバファローズを優勝に導いて下さい。 

 

大津市 49 女性 

去年から夫婦でオリックスファンになりました。今年は京セラドームへも行くことが出来

ました。 

 

尼崎市 15 男性 

今回の放送のオセアン球場での若手特集は今年は観に行けてないので、未来の BS戦士の現

状を確認できて良かったです。変わって一軍は優勝&クライマックス進出に向け日々一杯の



試合に一喜一憂しています。最近は故障者が出てきて、中嶋采配でギリギリの勝利を勝ち取

ってますが。大下選手や来田選手のような一軍で活躍するインパクトプレーヤーが更に現

れてくる事を期待しています。自分は高校受験で中々試合に行けてませんが、クライマック

ス→日本シリーズは絶対球場に行きますので必ずミッション・October を達成して下さい

ね！GET all Together！ 

 

大阪市城東区 15 男性 

吉田正尚選手や、杉本裕太郎選手などの特集も見てみたいです！ 

     

神戸市西区 54 男性 

ロッテと首位争奪戦！優勝も見えて来ました！最後まで気合いＭＡＸ！頑張って下さい！ 

我々ファン一同その時が来るまで応援頑張ります！これからも熱い、楽しい放送を宜しく

お願いします！ 

 

神戸市西区 27 男性 

BsGirls の大ファンです。選手のヒーロー特集も良いですが、BsGirls の特集も見たいので

宜しくお願い致します。 

 

神戸市西区 50 女性 

いつもプレゼントがありうれしいです！毎日オリックスの選手が全力でプレーする姿に魅

了されます(^^) 今年は本当に楽しみです！！ 

 

神戸市西区 12 男性 

オリックスも後半戦、このまま優勝目指して頑張ってください！「オリックス・バファロー

ズが好きやねん！」さんもオリックスが優勝した際には特集をしていただきたいです！！ 

 

神戸市西区 54 男性 

このまま首位を突っ走れ～頑張れオリックス！！ 

 

尼崎市 47 男性 

今年はオリックスが優勝できそうなので、優勝したときは、特番をおねがいします。 

 

西宮市 51 男性 

ヒーロー特集は最高です。今年は優勝です。たくさんヒーロー特集出来ます。また放送お願

いします。 

    



神戸市垂水区 63 女性 

もっと選手の活躍が見たいです。早く優勝の声を聞きたいです。 

 

尼崎市 13 男性 

いつもこの番組で選手の色々な所や、シーズンの盛り上がったシーンをなど、生活の支えと

して見させていただいてます。最近バファローズも調子いいので、これからも欠かさず放送

お願いします。 

 

大阪市西区 40 女性 

小学生の野球少年の息子がバファローズファンで放送をいつも見ています。その影響で私

も一緒に見るようになりました。似顔絵を送るほど二軍の時から杉本選手のファンなので、

もし当たれば大喜びすると思います。番組は、オリックスがサヨナラ勝ちをしたシーンを集

めた特集を見たいそうです。 

 

大津市 30 女性 

いつも観戦にいった試合を振り返りながら楽しく見ています！杉本選手をもっと取り上げ

ていただけたら嬉しいです。 

 

神戸市垂水区 54 女性 

札幌で初戦を落とした後の重苦しい気分が少し晴れました。ありがとうございます。来週は

ほっともっとフィールドへ応援に行きます！ 

 

宝塚市 31 女性 

オリックス・バファローズを好きになって 4 年ほどとまだまだ新参ですが、関西のテレビ

番組でオリックスを特集してくれる番組がほとんどないことにいつもガッカリしていまし

た。そんな中、J:COM チャンネルのこちらの番組の存在を最近知りそれ以来ずっと観てい

ます。今年は例年に比べて勢いのあるオリックスですが、もし、もしも優勝したら特番かな

にか放送してもらえるのかなーと密かに期待しています！！笑 

これからもこの番組を通してフレッシュな選手からベテラン選手までオリックスの全てを

隈なくチェックしていきたいです！楽しみにしています！ 

 

和泉市 64 男性 

後半戦も始まり、新戦力の外国人投手も加入し、着実に優勝目指して頑張ってほしいと思い

ます。監督・コーチ・選手が結束も固いようで期待がもてます。 

 

京都市 



選手のがんばりがわかっていい内容です。 

 

香芝市 

今年の良かったシーンをプレイバックしてもらいしばらく見る事のできないバファローズ

の活躍を思い出せてラッキー！ 

 

神戸市中央区 28 

バファローズが大好きなオリ姫です。首位ターンの今年、後半が楽しみですね。番組でもた

くさんのヒーロー選手の紹介、期待していますのでよろしくお願い致します！ 

 

大阪市住之江区 

2021 ヒーロー特集の回を観て、今年前半のペナントレース、上位に在るチームが持つ躍動

感が伝わりました。 

 

大阪市西成区 48 女性 

今年はまだ球場に行けていないため「バファローズが好きやねん」が頼りです。 

ヒーロー特集・舞洲特集などいつも楽しんでます。 

 

堺市堺区 57 

今年のヒーロー特集は取り上げる試合も選手も多くてうれしいですね。交流戦から調子を

あげて、そのままオールスター前まで首位なんて、想像もできませんでした。「アカン、優

勝してまう」はオリックスのことを言ってたんですかね。 

 

神戸市垂水区 

交流戦優勝改めて嬉しい気持ちで見る事が出来ました。後半戦も多くの勝利のヒーローを

番組で取り上げてもらえますように！！ 

 

高槻市 

いつも録画して楽しみにみています。2 軍の選手の活躍も紹介してくれるのがうれしいです。 

 

大阪市平野区 

2021 ヒーロー特集やファームの若手特集など幅広い内容で毎回楽しいです。 

 

メッセージありがとうございました。 

シーズンはいよいよ終盤戦です！！ 

２０２１年のクライマックスも「オリックス・バファローズが好きやねん！」 



 


