オリックス・バファローズが好きやねん！＜2018･3 月～2021･1 月＞放送内容
-----------------------------------------＃６５８(２０２１／１／３０土 更新分）
○２０２１年ルーキー「３８来田涼斗外野手」紹介
○兵庫県出身の１８才
○明石商業高校～ドラフト３巡目で入団
-----------------------------------------＃６５７(２０２１／１／２３土 更新分）
○ヒーロー特集２０２０⑥
○９/１８西武＜モヤ・山岡泰輔＞
○９/３０西武＜増井浩俊＞
○１１/４楽天＜佐野皓大・宗佑磨・頓宮裕真＞
-----------------------------------------＃６５６(２０２１／１／１６土 更新分）
○２０２１年度新人選手入団発表記者会見
〇ドラフト４～６巡目の３選手紹介
-----------------------------------------＃６５５(２０２１／１／９土 更新分）
○２０２１年度 新人選手入団発表記者会見
〇ルーキー紹介 育成ドラフト６選手
-----------------------------------------＃６５４(２０２１／１／２土 更新分）
○２０２１年度 新人選手入団発表記者会見
〇ルーキー全１２選手を紹介します
-----------------------------------------＃６５３(２０２０／１２／２６土 更新分）
○２０２０シーズンホームラン特集！
○格好いいホームランを見てスカッといきましょう！
-----------------------------------------＃６５２（２０２０／１２／１９土 更新分）
○２０２０年ルーキー「２４紅林弘太郎内野手」紹介
○静岡県出身の１８才
○駿河総合高校～ドラフト２巡目で入団
-----------------------------------------＃６５１（２０２０／１2／１２土 更新分）
○２０２０年ルーキー紹介

○「００１佐藤一磨投手」神奈川県出身 １８才
○横浜隼人高～育成ドラフト１巡目で入団
○「００４平野大和外野手」宮崎県出身 １９才
○日章学園高～育成ドラフト４巡目で入団
-----------------------------------------＃６５０（２０２０／１２／５土 更新分）
○ファームニュース「関西 6 大学による来場者調査合同発表会」
○２０２０年ルーキー「００２谷岡楓太投手」広島県出身１９才
○武田高校～育成ドラフト２巡目で入団
-----------------------------------------＃６４９(２０２０／１１／２８土 更新分）
○山崎勝己捕手引退会見＆試合
〇兵庫県伊丹市出身３８才
〇プロ２０年をしめくくる現役最後のマスク！
-----------------------------------------＃６４８（２０２０／１１／２１土 更新分）
○２０２０年ルーキー 今週は２選手を紹介！！
○「００３中田惟斗投手」和歌山県出身１９才
○大阪桐蔭高校～育成ドラフト３巡目で入団
○「００５鶴見凌也捕手」茨城県出身、１１月２２日で１９才
○常磐大学高校～育成ドラフト５巡目で入団
-----------------------------------------＃６４７(２０２０／１１／１4 土 更新分）
○ヒーロー特集２０２０
○８/３０ロッテ＜アルバース・ジョーンズ＞
○９/１ソフトバンク＜山本由伸・吉田正尚＞
○９/１６楽天＜田嶋大樹・伏見寅威・杉本裕太郎＞
-----------------------------------------＃６４６（２０２０／１１／７土 更新分）
○２０２０年ルーキー「４３前佑囲斗投手」紹介
○三重県出身の１９才
○津田学園高校～ドラフト４巡目で入団
-----------------------------------------＃６４５(２０２０／１０／３１土 更新分）
○ヒーロー特集２０２０④
○８/２２西武＜張奕＞

○８/２３西武＜杉本裕太郎＞
○８/６ロッテ＜山崎福也・伏見寅威＞
-----------------------------------------＃６４４（２０２０／１０／２４土 更新分）
○２０２０年ルーキー「１３宮城大弥投手」紹介
○沖縄県出身の１９才
○沖縄県興南高校～ドラフト１巡目で入団
○ルーキー宮城インタビュー後編
-----------------------------------------＃６４３（２０２０／１０／１７土 更新分）
○２０２０年ルーキー「１３ 宮城大弥 投手」紹介
○沖縄県出身の１９才
○興南高校～ドラフト１巡目で入団
○初１軍マウンド 10/4 vs 楽天
-----------------------------------------＃６４２（２０２０／１０／１０土 更新分）
○２０２０年ルーキー「００７佐藤優悟外野手」紹介
○宮城県出身の２３才
○柴田高校～仙台大学～育成ドラフト７巡目で入団
-----------------------------------------＃６４1（２０２０／１０／３土 更新分）
○ヒーロー特集２０２０
○アダム・ジョーンズ スペシャル！
○８／２１～２３ｖｓ西武
○AJ が３試合連続ＨＲ!!
-----------------------------------------＃６４０（２０２０／９／２６土 更新分）
○２０２０年ルーキー「００８松山真之投手」紹介
○東京都出身の２０才
○都立第四商業高校～富山ＧＲＮサンダーバーズ～育成ドラフト８巡目入団
-----------------------------------------＃６３９（２０２０／９／１９土 更新分）
○２０２０年ルーキー「４０大下 誠一郎 外野手」紹介
○福岡県出身の２２才
○白鴎大足利高校～白鴎大学～育成ドラフト６巡目で入団
------------------------------------------

＃６３８(２０２０／９／１２土 更新分）
○ヒーロー特集２０２０
○７／１０ｖｓ日本ハム＜ロドリゲス＞
○７／１２ｖｓ日本ハム＜山足 達也・山本 由伸＞
-----------------------------------------＃６３７（２０２０／９／５土 更新分）
○オセアン舞洲スペシャル
○８/２７ ウエスタン公式戦 バファローズ vs ドラゴンズ ハイライト
○８月２９日（土）飯田優也投手 入団発表記者会見
-----------------------------------------＃６３６(２０２０／８／２９土 更新分）
○今シーズン初のヒーロー特集！
○７／７ ｖｓ日本ハム＜アルバース＞
○７／１１ｖｓ日本ハム＜ヒギンス＞
○７／１６ｖｓソフトバンク＜山﨑福也・太田椋＞
-----------------------------------------＃６３５（２０２０／８／２２土 更新分）
○オセアン舞洲スペシャル
○８/１２ウエスタン・リーグ公式戦
○バファローズ vs タイガース ハイライト
---------------------------------------------------＃６３４（２０２０／８／１５土 更新分）
○２０２０バファローズルーキー特集！
○１３人のルーキーを試合映像等でピックアップ！
○若い力をみんなで応援しましょう！
---------------------------------------------------＃６３３（２０２０／８／８土 更新分）
○オセアン舞洲スペシャル
○７/１８ウエスタン 対中日のハイライト！
○2020 ルーキーの４選手の活躍が光ります！
---------------------------------------------------＃６３２（２０２０／８／１土 更新分）
○オセアン舞洲スペシャル
○７/１７ウエスタン 対中日のハイライト！
○２軍で頑張る選手をぜひご覧ください！
----------------------------------------------------

＃６３１（２０２０／７／２５土 更新分）
○バファローズ２&３年目の選手たちピックアップ
○西浦颯大外野手、富山凌雅投手、太田椋内野手ほか
---------------------------------------------------＃６３０（２０２０／７／１８土 更新分）
○オセアン舞洲スペシャル
○６/２７ウエスタン・リーグ公式戦 対広島のハイライト！
○２軍で頑張る選手をぜひご覧ください！
---------------------------------------------------＃６２９（２０２０／７／１１土 更新分）
○２０２０シーズン バファローズ注目選手
○Ｔ-岡田内野手、アダム・ジョーンズ外野手、
○山本由伸投手、若月健矢捕手、田嶋大樹投手ほか
---------------------------------------------------＃６２８（２０２０／７／４土 更新分）
○６/２６ウエスタン・リーグ舞洲開幕戦
〇若手の活躍シーンを紹介
---------------------------------------------------＃６２７（２０２０／６／２７土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集１０
○18 年 3 月西浦颯大外野手/15 年 3 月山﨑福也投手／13 年 4 月伏見寅威捕手
---------------------------------------------------＃６２６（２０２０／６／２０土 更新分）
○２０１９ヒーロー特集
○８／１６ｖｓロッテ＜アルバース・安達了一＞
○９／１５ｖｓ楽天 ＜山本由伸・中川圭太＞
○９／２０ｖｓロッテ＜山岡泰輔・若月健矢・福田周平＞
---------------------------------------------------＃ ６２５（２０２０／６／１３土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集９
○18 年 5 月 K-鈴木投手/12 年 4 月安達了一内野手／10 年 5 月山田修義投手
---------------------------------------------------＃６２４（２０２０／６／６土 更新分）
○２０１９ヒーロー特集
○８／２ ｖｓ西武

＜西野 真弘・増井 浩俊・安達 了一＞

○８／２３ｖｓ日本ハム＜吉田 正尚・西浦 颯大・山岡 泰輔・福田 周平＞

---------------------------------------------------＃６２３（２０２０／５／３０土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集８
○2018 年 3 月福田周平内野手/2016 年 4 月杉本裕太郎外野手/2014 年 8 月東明大貴投手
---------------------------------------------------＃６２２（２０２０／５／２３土 更新分）
○２０１９ヒーロー特集
○８／１８ｖｓロッテ＜福田周平・小島脩平・K-鈴木＞
○９／１４ｖｓ楽天＜山岡泰輔・宗佑磨＞
○９／２０ｖｓロッテ＜中川圭太・西浦颯大＞
---------------------------------------------------＃６２1（２０２０／５／16 土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集７
○2019 年 3 月宜保翔内野手/2017 年 4 月榊原翼投手/2014 年 4 月吉田一将投手
---------------------------------------------------＃６２０（２０２０／５／９土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集６
○2018 年 5 月田嶋大樹投手/2017 年 6 月張奕外野手
---------------------------------------------------＃６１９（２０２０／５／２土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集５
○2015 年 6 月西野 真弘内野手/2012 年 3 月佐藤達也投手
---------------------------------------------------＃６１８（２０２０／４／２５土 更新分）
○２０２０ルーキー「２２ 村西 良太 投手」後編
〇村西投手のオープン戦映像も紹介。
---------------------------------------------------＃６１７（２０２０／４／１８土 更新分）
○２０２０ルーキー「２２ 村西 良太 投手」前編
○兵庫県出身の２２才
○県立津名高校～近畿大学～ドラフト３巡目で入団。
---------------------------------------------------＃６１６（２０２０／４／１１土 更新分）
○２０２０注目選手
○今シーズンのオープン戦映像で紹介
----------------------------------------------------

＃６１５（２０２０／４／４土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集４
○2019 年 6 月漆原 大晟投手・2017 年 4 月澤田 圭佑投手
2016 年 4 月大城 滉二内野手・2015 年 6 月西野 真弘内野手
--------------------------------------------------＃６１４（２０２０／３／２８土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集
○2019 年 5 月中川圭太・2014 年 6 月若月健矢・2013 年 5 月ディクソン
---------------------------------------------------＃６１３（２０２０／３／２１土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集
○2015 年 3 月宗佑磨内&佐野皓大 2016 年 3 月近藤大亮
---------------------------------------------------＃６１２（２０２０／３／１４土 更新分）
○あの選手のルーキーイヤー特集
○2017 年 7 月山岡泰輔・2016 年 9 月吉田正尚・2017 年 4 月山本由伸
---------------------------------------------------＃６１１（２０２０／３／７土 更新分）
○２０２０ルーキー「0 勝俣 翔貴 内野手」
○神奈川県出身の２２才
○東海大菅生高～国際武道大～ドラフト５巡目で入団。
---------------------------------------------------＃６１０（２０２０／２／２９土 更新分）
○宮崎春季キャンプリポート
○スティーブン・モヤ外野手インタビュー
○昨シーズンの振り返り＆今シーズンの抱負
---------------------------------------------------＃６０９（２０２０／２／２２土 更新分）
○新加入外国人選手を紹介
○４２ロドリゲス内野手
○５２ヒギンス投手
○１０ジョーンズ外野手
---------------------------------------------------＃６０８（２０２０／２／１５土 更新分）
○宮崎キャンプリポート
○プロ７年目若月健矢捕手

○祝！結婚＆正捕手争いについて聞きました。
---------------------------------------------------＃６０７（２０２０／２／８土 更新分）
○宮崎春季キャンプリポート
○西村監督のキャンプ初日会見。
〇2020 新加入選手をまとめて紹介!
---------------------------------------------------＃６０６（２０２０／２／１土 更新分）
○「大阪天満宮 初天神梅花祭」
○バファローズ２年目の５選手が参加。
○今シーズンに向けての意気込みを聞きました。
---------------------------------------------------＃６０５（２０２０／１／２５土 更新分）
○キャンプイン直前に“復習しよう”企画！！
○2019 オリックス・バファローズをプレイバック！
○昨季のバファローズ主力選手たちの成績は！？
---------------------------------------------------＃６０4（２０２０／１／１８土 更新分）
○２０２０年度 ルーキー紹介
○新人選手入団会見 宮城＆紅林＆村西
○ルーキーたちの合同自主トレ
---------------------------------------------------＃６０３（２０２０／１／１１土 更新分）
○２０２０年度 ルーキー紹介
〇昨年 12 月 14 日 新人選手入団発表記者会見
○育成４巡目から支配下４巡目までの６選手
---------------------------------------------------＃６０２(２０２０／１／４土 更新分）
○２０２０年度 新人選手入団発表記者会見
○育成５巡目から育成８巡目までの４選手の会見です
---------------------------------------------------＃６０1(２０１９／１２／２８土 更新分）
○２０１９シーズンホームラン特集！
○格好いいホームランを見ていきましょう！
---------------------------------------------------＃６００（２０１９／１２／２１土 更新分）

○おかげさまで放送６００回
○Bs ファンフェスタ２０１９ハイライト
---------------------------------------------------＃５９９(２０１９／１２／１４土 更新分）
○杉本 裕太郎外野手のインタビュー後編
○ホームランへの思いについて聞きました
---------------------------------------------------＃５９８(２０１９／１２／７土 更新分）
○杉本 裕太郎外野手の２０１９振り返りインタビュー
○今シーズンの前半戦についてお聞きしました
---------------------------------------------------＃５９７(２０１９／１１／３０土 更新分）
○高知秋季キャンプ
○ファンに注目選手をききました
○宮崎キャンプ見学ツアーのお知らせ
---------------------------------------------------＃５９６(２０１９／１１／２３土 更新分）
○中川圭太内野手の２０１９振り返りインタビュー
○１年目から交流戦首位打者など大活躍！
---------------------------------------------------＃５９５(２０１９／１１／１６土 更新分）
○佐藤達也 サトタツ広報をインタビュー。
○埼玉県出身 １８年に現役通算７年間で引退
○最優秀中継ぎ投手タイトル２年連続獲得（13・14 年）
○視聴者のリクエストで実現！！
---------------------------------------------------＃５９４(２０１９／１１／９土 更新分）
○吉田正尚外野手の２０１９振り返りインタビュー後編
○シーズン２回の月間ＭＶＰ受賞
○２０１９シーズン打撃成績などお聞きしました
---------------------------------------------------＃５９３(２０１９／１１／２土 更新分）
○吉田正尚外野手の２０１９振り返りインタビュー
○今シーズンの前半戦についてお聞きしました
---------------------------------------------------＃５９２(２０１９／１０／２６土 更新分）

○ヒーロー特集
○５／１８ｖｓ西武＜K-鈴木＞
○７／１６ｖｓ楽天＜山岡泰輔・ディクソン＞
○８／３ ｖｓ西武＜山本由伸・モヤ＞
---------------------------------------------------＃５９１(２０１９／１０／１９土 更新分）
○ヒーロー特集
○５／２ ｖｓロッテ＜伏見寅威・大城滉二＞
○６／１４ｖｓ阪神＜エップラー・西野真弘＞
○８／１７ｖｓロッテ＜竹安大知・ロメロ＞
---------------------------------------------------＃５９０(２０１９／１０／１２土 更新分）
○岸田 護 投手 引退特集
○オリックス・バファローズひとすじ１４年
○先発・中継ぎ・抑えで活躍
---------------------------------------------------＃５８９(２０１９／１０／５土 更新分）
○00 西浦颯大外野手＆53 宜保翔内野手が食べます！！
○帝塚山学院大学 食物栄養学科とのコラボ企画
○選手寮「青濤館」で学生企画メニューを食事！
---------------------------------------------------＃５８８(２０１９／９／２８土 更新分）
○３３松井雅人捕手インタビュー後編
○７月にトレードで新加入
○捕手としての意気込みをお聞きしました
---------------------------------------------------＃５８7(２０１９／９／２１土 更新分）
○7 月にトレードで新加入３３松井雅人捕手インタビュー！
○群馬県出身 ３１才 プロ１０年目
○桐生第一高～上武大～中日ドラゴンズ２０１０年入団
---------------------------------------------------＃５８６(２０１９／９／１４土 更新分）
○特別版！B 指導者インタビュー！
○後藤光尊二軍内野守備・走塁コーチ後編
○５年ぶりにコーチとしてオリックス復帰
○コーチとしての心構えを、お聞きしました。

---------------------------------------------------＃５８５(２０１９／９／7 土 更新分）
○特別版！B 指導者インタビュー！
○後藤光尊二軍内野守備・走塁コーチ
○秋田県出身 １６年に現役通算１５年で引退
○現役時代を振り返っていただきました。
---------------------------------------------------＃５８４(２０１９／８／３１土 更新分）
○ファームリポート
○８月７日 『舞洲子ども食堂』
○８月２４日ウエスタンリーグ公式戦 in 高槻
---------------------------------------------------＃５８３(２０１９／８／２４土 更新分）
○ヒーロー特集⑦
○７／２ｖｓロッテ＜若月健矢・エップラー＞
○７／４ｖｓロッテ＜西村 凌・福田周平・吉田正尚＞
○７／7ｖｓソフトバンク＜福田周平・マレーロ＞
---------------------------------------------------＃５８２(２０１８／８／１７土 更新分）
○今回はホームラン特集！
○真夏の暑さをぶっとばそう！
---------------------------------------------------＃５８１(２０１９／８／１０土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「１５ 荒西 祐大 投手」紹介。
○熊本県出身 ８月２５日で２７才
○玉名工業高校～Honda 熊本～ドラフト３巡目で入団
---------------------------------------------------＃５８０(２０１９／８／３土 更新分）
○ヒーロー特集⑤
○５／２８ｖｓソフトバンク＜山本由伸・小田裕也＞
○６／５ｖｓＤｅＮＡ＜田嶋大樹・西野真弘＞
○６／６ｖｓＤｅＮＡ＜福田周平＞
○観戦チケットプレゼント企画あります！
---------------------------------------------------＃５７９(２０１９／７／２７土 更新分）
○新加入４２タイラー・エップラー投手

○アメリカ出身２６才の右腕
○故郷のテキサスの思い出など聞きました
---------------------------------------------------＃５７８(２０１９／７／２０土 更新分）
○中日から新加入の３選手の入団会見
○ １ スティーブン モヤ 外野手
○３３ 松井 雅人（まつい まさと）捕手
○５６ 松井 佑介（まつい ゆうすけ）外野手
---------------------------------------------------＃５７７(２０１９／７／１３土 更新分）
○ヒーロー特集④
○５／３ｖｓロッテ＜山岡泰輔・大城滉二＞
○５／１１ｖｓ楽天＜白崎浩之・山足達也＞
○５／２２ｖｓロッテ＜後藤駿太・小田裕也＞
---------------------------------------------------＃５７６(２０１９／７／６土 更新分）
○ヒーロー特集③
○５／１０ｖｓ楽天＜吉田正尚・Ｔ－岡田・中川圭太・西浦颯大＞
---------------------------------------------------＃５７５(２０１９／６／２９土 更新分）
○プロ 3 年目育成出身「６１榊原翼投手」紹介 後半。
○千葉県出身の２０歳。
○初勝利！、そして、初めて打たれた HR･･･
---------------------------------------------------＃５７4(２０１９／６／２２土 更新分）
○榊原翼投手インタビュー
○先発ローテ投手として活躍中！！
○選手サイン会 40 名参加募集中！番組でお確かめ下さい！
---------------------------------------------------＃５７３(２０１９／６／１５土 更新分）
○佐野皓大特集 後編
○オープン戦での活躍でプロ初開幕一軍
○俊足で勝負！
○選手サイン会参加募集します！番組でお確かめ下さい！
---------------------------------------------------＃５７2(２０１９／６／８土 更新分）

○佐野皓大特集！
○２０１７年に投手から野手へと転向
○今シーズン自慢の足で活躍中！
---------------------------------------------------＃５７1(２０１９／６／１土 更新分）
○ヒーロー特集②
○４／１６ｖｓ日本ハム＜吉田正尚・アルバース＞
○４／１７ｖｓ日本ハム＜榊原翼・吉田正尚＞
○４／２９ｖｓ西武＜吉田正尚＞
---------------------------------------------------＃５７０(２０１９／５／２５土 更新分）
○今シーズン初のヒーロー特集！
○４／５ｖｓ楽天＜山岡泰輔・頓宮裕真＞
○４／６ｖｓ楽天＜メネセス・東明大貴＞
---------------------------------------------------＃５６９(２０１９／５／１８土 更新分）
○「ベイコム関西対決舞洲決戦！」のリポートをお届けします。
○5/2 日(木・祝)舞洲・大阪シティ信用金庫スタジアム
○ウエスタン・リーグ オリックス・バファローズ vs 阪神タイガース
--------------------------------------------------＃５６８(２０１９／５／１１土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「127 漆原 大晟 投手」紹介。
○新潟県出身の２２才
○新潟明訓高校～新潟医療福祉大学～育成１巡目で入団
--------------------------------------------------＃５６７(２０１９／５／４土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「６７ 中川 圭太内野手」紹介。
○大阪府出身の２３歳。
○ＰＬ学園高～東洋大～ドラフト７巡目で入団。
--------------------------------------------------＃５６６(２０１９／４／２７土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「６０ 左澤 優 投手」紹介。
○神奈川県出身の２４才
○社会人ＪＸ－ＥＮＥＯＳ～ドラフト６巡目で入団。
---------------------------------------------------＃5６5(２０１９／４／２０土 更新分）

○２０１９年ルーキー 「４４ 頓宮 裕真内野手」紹介。
○岡山県出身の２２才
○岡山理科大附属高～ 亜細亜大～ドラフト２巡目で入団。
---------------------------------------------------＃5６４(２０１９／４／１３土 更新分）
○5/2 ベイコム関西対決舞洲決戦紹介
○ファームの球団スタッフにファームの魅力を聞きました
○ファーム観戦に来ていたファンにも話を聞いています
---------------------------------------------------＃5６３(２０１９／４／６土 更新分）
○新加入「３３ジョーイ・メネセス内野手」紹介。
○メキシコ出身の２６才
○アメリカ球界を経て今季入団。
---------------------------------------------------＃5６２(２０１９／３／３０土 更新分）
○２０１９シーズン開幕！
○バファローズは新戦力が大きく躍動！優勝を目指して戦います！
○京セラＤで聞いた熱～いファンの声！
---------------------------------------------------＃5６1(２０１９／３／２３土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「５３ 宜保 翔 内野手」紹介。
○沖縄県出身の１８才
○ＫＢＣ学園未来高校沖縄～ドラフト５巡目で入団。
---------------------------------------------------＃5６０(２０１９／３／１６土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「２８富山凌雅投手」紹介。
○和歌山県出身２１才の左腕
○九州国際大附属高～トヨタ自動車～ドラフト４巡目で入団。
---------------------------------------------------＃55９(２０１９／３／９土

更新分）

○今回から、２０１９年ルーキー８選手を紹介していきます。
○第１回は、ドラフト１巡目太田 椋 (おおた りょう)内野手です。
○バファローズと深～い縁がある、太田内野手です。
○未来の中心選手として期待がかかります。
---------------------------------------------------＃562(２０１９／３／３０土 更新分）

○２０１９シーズン開幕！
○バファローズは新戦力が大きく躍動！優勝を目指して戦います！
○京セラＤで聞いた熱～いファンの声！
---------------------------------------------------＃561(２０１９／３／２３土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「５３ 宜保 翔 内野手」紹介。
○沖縄県出身の１８才
○ＫＢＣ学園未来高校沖縄～ドラフト５巡目で入団。
---------------------------------------------------＃560(２０１９／３／１６土 更新分）
○２０１９年ルーキー 「２８富山凌雅投手」紹介。
○和歌山県出身２１才の左腕
○九州国際大附属高～トヨタ自動車～ドラフト４巡目で入団。
---------------------------------------------------＃559(２０１９／３／９土 更新分）
○今回から、２０１９年ルーキー８選手を紹介していきます。
○第１回は、ドラフト１巡目太田 椋 (おおた りょう)内野手です。
○バファローズと深～い縁がある、太田内野手です。
○未来の中心選手として期待がかかります。
---------------------------------------------------2019 年度 オリックス・バファローズ 新人選手
支配下７選手
①太田 椋 （おおた りょう）内野手
②頓宮 裕真（とんぐう ゆうま）内野手
③荒西 祐大（あらにし ゆうだい）投手
④富山 凌雅（とみやま りょうが）投手
⑤宜保 翔 （ぎぼ しょう）内野手
⑥左澤 優（ひだりさわ ゆう）投手
⑦中川 圭太（なかがわ けいた）内野手
育成１選手
①漆原 大晟（うるしはら たいせい）投手
---------------------------------------------------＃558(２０１９／３／２土 更新分）
○新加入選手を紹介します
○竹安大知（たけやす だいち）投手＆ジョーイ・メネセス内野手の入団会見
○宮崎キャンプの映像をまじえてお送りします

---------------------------------------------------＃557(２０１９／２／２３土 更新分）
○宮崎キャンプ 2019 リポート。
○今回は澤田圭佑投手。
○今シーズンでプロ 3 年目を迎えます。
---------------------------------------------------＃556(２０１９／２／１６土 更新分）
○宮崎キャンプ 2019 リポート。
○今回は福田 周平内野手。
○プロ２年目の今年、キャプテンに抜擢！
○さらなる飛躍が期待されます。
---------------------------------------------------＃555(２０１９／２／9 土 更新分）
○ありがとうございます。放送５５５回達成！
○宮崎 SOKKEN スタジアム春季キャンプリポート。
○西村監督キャンプ初日の感想や新戦力を紹介します！
○番組オープニングが新しくなりました！！
---------------------------------------------------＃554(２０１９／２／２土 更新分）
○「大阪天満宮 初天神梅花祭 福玉まき 」
○バファローズ 2 年目の５選手が参加しました。
○５選手に開幕に向けての話を聞きました。
---------------------------------------------------＃553(２０１９／１／２６土 更新分）
○２０１８年シーズンのバファローズ振り返り
----------------------------------------------------＃552(２０１９／１／１９土 更新分）
○2019 年度新人選手
○1/9 合同自主トレ－ニング
--------------------------------------------------------------------------------------------------------＃551(２０１８／１／１２土 更新分）
○2019 年度 新人選手 入団発表記者会見
○ルーキー８選手の中から３巡目から１巡目までの３選手をお送りします
○プレゼント増井投手のサインボール１名様
----------------------------------------------------＃550(２０１９／１／５土 更新分）

○2019 年度 新人選手 入団発表記者会見
○育成 1 巡目と支配下７巡目から４巡目まで
○５選手の会見をご覧ください。
----------------------------------------------------＃549(２０１８／１２／２９土 更新分）
○今回はＢｓヒーロー、ホームラン特集！
○2018 後半戦のかっこいいホームランを見ていきましょう！
----------------------------------------------------＃548(２０１８／１２／２２土 更新分）
○榊原 翼 投手インタビュー
○育成からみごとに支配下選手に！
○今シーズンを振り返ってもらいました。
----------------------------------------------------＃547(２０１８／１２／１５土 更新分）
○伏見寅威捕手 インタビュー
○高知秋季キャンプ中にお話を聞かせてもらいました
○2018 シーズンの振り返り、そして来シーズンへの抱負です。
----------------------------------------------------＃546(２０１８／１２／８土 更新分）
○山岡 泰輔 投手インタビュー
○高知秋季キャンプでお話を聞かせてもらいました
○2018 シーズンの振り返り、そして来シーズンへの抱負です。
----------------------------------------------------＃545(２０１８／１２／１土 更新分）
○１１月２５日 京セラドームで行われた Bs ファンフェスタ２０１８のダイジェスト
○佐藤達也選手の引退セレモニーの様子をお届けします。
----------------------------------------------------＃544(２０１８／１１／２４土 更新分）
○高知秋季キャンプリポート
○来シーズンへ向けて頑張る選手たちの姿ぜひご覧ください。
----------------------------------------------------＃543(２０１８／１１／１７土 更新分）
○吉田正尚外野手の 2018 振り返りインタビュー後編
○ホームランについて、オフの過ごし方についてお聞きしました。
----------------------------------------------------＃542(２０１８／１１／１０土 更新分）

○吉田正尚外野手の 2018 振り返りインタビュー
○今シーズンの成績、交流戦についてお聞きしました。
----------------------------------------------------＃541(２０１８／１１／３土 更新分）
○東明大貴投手の 2018 振り返りインタビュー
○10/28 日 秋季練習 舞洲サブ球場
----------------------------------------------------＃540(２０１８／１０／２７土 更新分）
○西村 徳文 新監督の就任会見と秋季練習初日の会見です。
○秋季練習では西村新監督へのファンの期待の声も聴きました。
○西村新監督の思いをお聞きください！
----------------------------------------------------＃539(２０１８／10／20 土 更新分）
○今回はＢｓヒーロー特集！
6 月 7 月の 3 試合から
格好いいヒーローを見ていきましょう！
----------------------------------------------------＃538(２０１８／１０／１３土 更新分）
○ありがとう小谷野栄一！
●引退会見＆セレモニーの感動をご覧ください！！
----------------------------------------------------＃53７(２０１８／10／6 土 更新分）
○今シーズンのホームラン特集！
○たくさんのホームランを見て、スカッとしてください！
----------------------------------------------------＃536(２０１８／９／２９土 更新分）
○帝塚山学院大学 食物栄養学科とのコラボ！
○選手寮「青濤館」での食事メニューを学生が企画します
○普段は見られない。貴重な「青濤館」内部の映像です！
----------------------------------------------------＃535(２０１８／9／22 土 更新分）
○9/17 日(月・祝)舞洲・大阪シティ信用金庫スタジアム
○「舞洲のええもん大集合！Bs ファーム感謝まつり！」リポート！
----------------------------------------------------＃534(２０１８／９／１５土 更新分）
○山田 修義投手インタビュー

○貴重な左の中継ぎとして８月は大車輪の活躍
○月間登板最多記録(18 試合）を達成！
----------------------------------------------------＃533(２０１８／9／8 土 更新分）
○お知らせ 9 月 17 日「舞洲のええもん大集合！Bs ファーム感謝まつり！」
○アツいバファローズファンの声をお届けします！
----------------------------------------------------＃532(２０１８／９／１土 更新分）
○今回は新加入 高城俊人捕手のインタビュー
○今年７月ベイスターズから伊藤光捕手と赤間謙投手との２対２のトレードで入団
○白崎浩之内野手とともにバファローズに移籍してきました
----------------------------------------------------＃531(２０１８／8／25 土 更新分）
○新加入の白崎浩之内野手インタビュー
○8/12 日には京セラ D でうれしい移籍後初の HR も放ちました！
○プレゼントは直筆サイン入りボール 2 名様
----------------------------------------------------＃530(２０１８／８／１８土 更新分）
○今回は新戦力 岩本輝投手のインタビュー
○阪神タイガース→独立リーグＢＣ福井→ＮＰＢ復帰
○中継ぎとして活躍中
----------------------------------------------------＃529(２０１８／8／11 土 更新分）
○今回は新たに入団したこちらの２選手を紹介します！
○ドン・ローチ投手、高城俊人捕手
----------------------------------------------------＃52８(２０１８／８／４土 更新分）
○バファローズに新たな４選手が入団
○今回は２選手の入団会見です
○白崎浩之内野手＆ 岩本輝投手！！
----------------------------------------------------＃527(２０１８／７／２８土 更新分）
○8/1（水）からテレビ岸和田で放送開始！（※翌週からは毎週土曜日更新）
○今回はＢｓヒーロー特集！
○５月の戦いから６人のヒーローが登場！
-----------------------------------------------------

＃526(２０１８／７／２１土 更新分）
○今回の主役は安達了一内野手
○安達選手が声優に挑戦！
○本気の安達了一、必見です！
----------------------------------------------------＃525(２０１８／７／１４土 更新分）
○Ｂｓヒーロー特集！
○５月の戦いから、格好いいヒーローをふりかえりましょう！
----------------------------------------------------＃524(２０１８／7／7 土 更新分）
○２７アンドリュー・アルバース投手特集 後編
○前半戦での活躍を振り返ります
----------------------------------------------------＃52３(２０１８／６／３０土 更新分）
○２７アンドリュー・アルバース投手
○昨オフ加入したカナダ出身のサウスポー
○バファローズの先発ローテーションで大活躍！
----------------------------------------------------＃522(２０１８／６／２３土 更新分）
○１７ 増井 浩俊 投手
○今季日本ハムからＦＡで加入
○守護神として大活躍、現在パ・リーグセーブ王です。
----------------------------------------------------＃521(２０１８／６／16 土 更新分）
○○ルーキー２０１８（今回でラスト！）
○２５ 西村 凌(にしむら りょう）捕手
○5/29１軍初昇格 6/8 には嬉しいプロ初ホームラン！
----------------------------------------------------＃520(２０１８／６／９土 更新分）
○今回はＢｓヒーロー特集！
○本拠地開幕からの格好いいヒーローを見ていきましょう！
----------------------------------------------------＃５１９(２０１８／６／２土 更新分）
○ルーキー２０１８
○２９ 田嶋 大樹 (たじま だいき)投手 後編
○Bs パーフェクトガイドからマイヒーロー[山岡投手」について聞きました

----------------------------------------------------＃５１８(２０１８／５／２６土 更新分）
○ルーキー２０１８
○２９ 田嶋 大樹 (たじま だいき)投手
○開幕から一軍で大活躍！新人王候補です。
----------------------------------------------------＃517(２０１８／５／１９土 更新分）
○ルーキー２０１８
○30 Ｋ-鈴木投手
○ドラフト２巡目入団の右ピッチャー
○5/15 に１軍初昇格を果たしたＫ-鈴木投手です！
----------------------------------------------------＃５１６(２０１８／５／１２土 更新分）
○ルーキー２０１８
○36 山足 達也（やまあし たつや）内野手
○セールスポイントは、思い切りの良い打撃と脚力を活かした走塁
----------------------------------------------------＃515(２０１８／５／５土 更新分）
○ルーキー２０１８
○130 フェリペ 捕手
○静岡県出身で愛称も登録名も"フェリペ"支配下登録を目指します！
----------------------------------------------------＃５１４(２０１８／４／２８土 更新分）
○ルーキー２０１８
○128 東 晃平（あずま・こうへい）投手
○地元、兵庫出身!
○柔らかなフォームから投げるキレのある直球がウリ！
----------------------------------------------------＃５１３(２０１８／４／２１土 更新分）
○ルーキー２０１８
○129 比屋根 彰人（ひやね・あきひと）内野手
○沖縄県糸満市出身で強肩強打が自慢です！
----------------------------------------------------＃５１２ (2018/4/14 土 更新分）
○ルーキー２０１８
○128 稲富 宏樹(いなとみ ひろき)捕手

○大阪府寝屋川市出身で強肩が持ち味です
----------------------------------------------------＃５１１(２０１８／４／７土 更新分）
○ルーキー２０１８
○６４廣澤伸哉（ひろさわ・しんや）内野手
○大分県別府市出身で快足が自慢です！
----------------------------------------------------＃５１0(２０１８／3/３１土 更新分）
○ルーキー２０１８
○４福田周平(ふくだ・しゅうへい）内野手
○大阪府出身で明治大では山崎福也投手とチームメイトでした。
-----------------------------------------------------

