
◆◆◆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！！◆◆◆ 

 

揖保郡太子町 56男性 

Ｔさんが帰って来てくれたので期待しています。 

 

和歌山県岩出市 55男性 

普段中々見れないファームの試合がとても嬉しいです 

 

神戸市垂水区 26男性 

昨シーズンの粘り発揮し、選手&ファンで二連覇にチャレンジしよう! 

 

奈良市 46男性 

これからもバファローズ情報を沢山放送して下さい！ 

 

大阪市福島区 36男性 

昨年大阪に引越してからオリックスが好きになりました。たまたま観た番組ですがまた観

たいと思いました。 

 

西宮市 51男性 

この番組はファームの選手の活躍とか見れて嬉しいです。一軍での活躍を期待してます 

一軍は連覇お願いします 

 

尼崎市 55女性 

ファームの試合を観に行く機会が少ないのでファーム情報は貴重な情報源です。 

これからもよろしくお願いします。 

 

葛城市 49男性 

ファーム情報楽しみにみてます 

 

奈良市 49男性 

オリックス・バファローズの大ファンです。ファームにいる選手も見れますし、応援できる

ので嬉しいです。榊原選手には、再度一軍で活躍してくれる日を待ってます！！ 

 

大阪市住之江区 50女性 

放送の長さも内容もコンパクトにまとめられていて、気軽に観られる放送です！ 

いつもありがとうございます。 



大阪市此花区 56男性 

ファームの情報を教えて貰えるのは、ファンにとって、嬉しい限りです。これからも、宜し

くお願いします。 

 

西宮市 61女性 

山中選手のサインボール、ありがとうございました。メチャクチャ嬉しいです。 

 

堺市北区 23男性 

ファームの映像を中々見ることができない中で、貴重な情報源となっています！これから

も見続けます！ 

 

大阪市西淀川区 59男性 

育成選手の活躍振りを期待して見ています。榊原翼選手は一軍時代から応援していました。 

早く支配下登録されて一軍に戻って来て欲しいです。若い選手がどんどん活躍している所

を楽しみしています。 

       

尼崎市 49男性 

山本投手のノーヒットノーラン特集と宮城投手のファンなんでインタビューよろしくお願

いします。 

 

香芝市 31女性 

いつも楽しい番組編成をいただき、ありがとうございます。特にファームの試合はあまり詳

しく見る機会がないので、いつも楽しんで見ています！ 

 

神戸市長田区 69男性 

いつも楽しく見させといただいています。録画し、ライブラリーにしています。 

 

宝塚市 62女性 

013 宇田川投手、期待してます！ それと、榊原投手、早く支配下登録されますように！ 

 

神戸市西区 37男性 

これからもオリックスの良いところ、選手の情報楽しみにしてます！ 

 

長岡京市 50女性 

吉田正尚選手が１推しです！！奥様のお誕生日に特大のホームランを打ったと Twitter で

見ましたが、その夜も翌朝も、その様子はどのニュース番組にもスポーツ番組にも取り上げ



られてなくてとても残念でした。「B 好きやねん！」でその時の様子を放送していただきた

いですm(_ _)m 

 

東大阪市 49男性 

新人選手のインタビュー楽しく視聴させていただいております 

 

東大阪市 56女性 

オリックスファーム情報いつもありがとうございます！とても貴重です。 

 

吹田市 60女性 

ファームの試合や選手の情報等もあり毎週楽しく観ています。 

 

大阪市西区 28女性 

応援し始めて 5 年目のオリックスファンです！最近一人暮らしを始めて、こちらの番組を

視聴できるようになりました！一軍の試合はライブ配信等で拝見できるのですが、ファー

ムの試合は目にする機会が少なく、6/28 の放送ではひさしぶりに榊原翼投手の活躍を目に

することができ感激しました。毎回放送を欠かさずチェックしたいと思っております！ 

 

神戸市垂水区 55女性 

ほっともっとフィールド神戸できびしーい試合を見て帰って、録画してたのを見ました。 

過去のファームの試合とは言え、いい場面をたくさん見れてモヤモヤが多少消えました。 

こうしてどんどん経験を積んで試合勘を蓄えるのねー！なかなかファームの試合を見に行

けないから楽しんで見ました。神戸でもやって欲しいです。 

 

神戸市兵庫区 42男性 

中村勝投手のインタビュー、メキシコでの生活が垣間見えたのが良かったです。 

 

神戸市西区 28男性 

毎週、楽しく番組拝見しております。ファーム特集が好きです。若手選手の活躍がみれて嬉

しいです。今後とも宜しくお願い致します。 

 

堺市堺区 55女性 

試合に出ていない選手の近況なども教えて欲しいです。 

 

岩出市 55男性 

ファーム情報とても楽しみです 



 

豊中市 47女性 

山本由伸選手が大好きです。選手達の素が見られるような部分がたくさん見たいです。 

球場にも見にいきたいと思います！これからも放送楽しみにしてますので、ずっと続けて

ください。 

 

神戸市長田区 32男性 

オリックスのさまざまなことを知ることができて、すごく嬉しいです。これからも楽しい番

組を期待しています。 

 

大阪市東淀川区 22女性 

今回はファームの試合だということで、夜でなければ行くことが厳しい試合のため観るこ

とが出来て嬉しかったです。特に育成選手に関してはここでしか観れないので、 

今こういう状況だということを確認できてよかったです。これからも楽しみにしています。 

 

大阪市天王寺区 57男性 

練習試合を取り上げていただき、育成選手が多くみれるので、大変ありがたいです。 

 

神戸市西区 42女性 

オリックス愛を感じる番組でいつも楽しみに観ています！オリックスは選手やコーチ陣、

スタッフの方々がとても仲が良く、わちゃわちゃ楽しそうにしているところを見るのが好

きなので、番組でもそういった内容も放送していただけるとうれしいです。 

 

大阪市東成区 42男性 

普段見れない交流試合のダイジェストが見れてよかったです！ 

 

大阪市中央区 55男性 

ファームで活躍する選手の姿を確認できて感謝です。特に投手陣の層の厚さをあらためて

感じました。引き続きよろしくお願いします。 

 

神戸市中央区 26女性 

JCOM で毎回拝見させていただいてます。バファローズの大ファンです。リーグ連覇、秋

には全員でWおう！オリホー！ 

 

堺市堺区 26男性 

オリックスバファローズの優勝と日本一を願って応援しています。オリックスバファロー



ズとWおう。 

 

奈良市 68男性 

この前は対阪神戦を負けたけど甥っ子と甥っ子の長男の野球をやってる小学校 4 年性の子

と一緒に楽しく観戦しました。 また、行きたいです。よろしくお願いします。 

 

西宮市 54女性 

暑い日が続いてますが、熱く応援したいです。 

 

大阪市西区 58女性 

いつも見てます。この番組はファームの情報とても充実していてどんな選手がいるのかな

とみてます。みんな早く一軍に上がれるように応援したいです。 

 

大阪市大正区 54男性 

オリックス・バファローズの事をこれからもたくさん放送してくださいね。 

 

大阪市西淀川区 53男性 

選手のインタビューが楽しみです。選手の野球以外の情報等知りたいです。 

 

大阪市東淀川区 27女性 

2軍の様子も見れて嬉しいです！ 

 

大阪市此花区 43女性 

オリックスの番組を増やしてほしいです 

 

高槻市 55男性 

若手選手の活躍 観ていて力になります。今後一軍で活躍を楽しみです 

 

神戸市垂水区 21男性 

オリックスに焦点を当ててくださる番組は他にないので毎週楽しみにしています！ 

 

吹田市 21女性 

今回のファーム特集では、榊原選手などのファームで頑張っている選手の姿を見ることが

出来て良かったです！これからも楽しみにしております(*^^*) 

 

神戸市長田区 64男性 



バファローズのファーム情報もいつもありがとうございます！ 

 

西宮市 51男性 

大里選手、早く支配下になって活躍して欲しいです。一軍連覇に貢献して下さい。期待して

ます。 

 

神戸市西区 37男性 

一軍だけじゃなくファームでの選手の活躍も見れていいです。もっと普段メディアに取り

上げられない選手達もお願いします！ 

      

大阪市西区 27女性 

オリックス・バファローズのいろんな選手が見れて、普段スポットの当たらない選手の人柄

を感じれる数少ない番組だとおもってます！欲を言えばもう 5分拡大して欲しいです！！ 

       

尼崎市 56男性 

いつも番組を見て楽しませて頂いてます。今年こそオリックスの日本一を期待します。 

 

池田市  52男性 

オリックスが大好きで毎週見ついます。 

 

寝屋川市 46男性 

オリックスバファローズのファームの練習試合の放送ありがとうございます！ファームの

三桁台の育成選手の活躍が観れて良かったです！ファームの試合中継はなかなか観れない

ので、嬉しいです。観戦チケットが当たれば、オリックスバファローズファンの後輩を誘っ

て京セラドームに応援に行きたいです！ 

 

神戸市西区 37男性 

育成選手もしっかりインタビューして話が聞けて楽しいです！これからも楽しみにしてま

す！ 

  

大阪市此花区 57女性 

1軍の情報はもちろん、ファームの情報も伝えてくださり、ありがたいです。これからも楽

しみにしています。 

 

西宮市 54女性 

いつも楽しく見させて貰ってます。出来たらファーム情報や新入団選手の情報だけではな



くて１軍選手の隠れ情報なんかもして貰えるともっと楽しくなると思います。よろしくお

願いします。 

 

大阪市中央区 49女性 

昨年ですが、岸田コーチのインタビューを見たいですと希望を申し上げたら叶えてくださ

ったのでとてもうれしかったです。録画して保存しております。 

 

岩出市 55男性 

ファーム情報とても楽しみです 

 

高槻市 63男性 

土日にも放送してもらえたら、嬉しいです。大里昴生選手、是非 1軍昇格して活躍してほし

いです。オリックスが 1番好きな球団と言ってくれて嬉しく思います、応援してます。 

 

向日市 57男性 

ウエスタンリーグの情報を楽しみにしています。活躍した選手が支配下登録になったり一

軍で出ていると応援したくなります。これからも楽しい番組をよろしくお願いします。 

 

尼崎市 56男性 

今年こそオリックスの日本一を期待します 

 

西宮市 51男性 

オリックス大ファンで、番組いつも楽しく見てます二軍、育成選手情報は、すごく見れて嬉

しいです早く一軍、支配下登録され、活躍することを期待してます 

 

神戸市垂水区 45女性 

結果しかわからない練習試合の内容や、ファームで頑張る選手のことなどこの番組で得る

情報はとても貴重です。もっと放送時間が長ければといつも思います。 

      

神戸市垂水区 19女性 

若手の選手の活躍をたくさん見れて嬉しいです。これからも毎週火曜日楽しみにしていま

す。前投手がはやく 1軍で活躍できる日がきますように 

 

大阪市西区 46女性 

ファームの試合や懐かしい映像の放送もあり楽しみに視聴しています！ 

       



尼崎市 11女性 

がんばれ前投手！視聴者参加企画をお願いします。そろそろサイン会もよいのではないで

しょうか。 

 

神戸市兵庫区 42男性 

先日、番組でスポットライトが当たった中村勝投手が、あのあとすぐに支配下登録されまし

たが、こういう例はこれからもあると思いますので、今後も育成選手のインタビューを楽し

みにしています。 

 

神戸市垂水区 26男性 

ファーム情報楽しみに見ています。優勝目指すには新しい選手の力が必ず必要です。いつ呼

ばれても行けるように仕上げてください。期待してます。 

 

神戸市西区 46女性 

家族みんな、オリックスファンです。応援してます。 

 

大阪市西区 27女性 

渡部遼人選手と地元が一緒で、野球をやっていた弟と同級生です！私が転勤で大阪住んで

るタイミングでオリックスに入団して、オープン戦や序盤は京セラで見れて嬉しかったで

す！また一軍上がってきてほしいなと思ってます。なかなかスポットの当たらない二軍の

選手にもフォーカスしてくれる番組で毎週楽しみにしてます！ 

 

西宮市 51男性 

渡部遼人外野手大好きです。後半戦も一軍での活躍期待してます。前半戦の好守、好打、好

走ありがとうございました 

 

西宮市 51男性 

オリックス・バファローズのファンです。年間 10回以上京セラドームへ試合を観に行って

ます。今年のルーキーで開幕スタメン一番乗りだった渡部選手を応援しています。 

 

大阪市西区 46女性 

渡部選手、ずっと応援してます！小さいながらもパワフルで、安心して見られる守備もめち

ゃくちゃ魅力的です！ 

 

尼崎市 56男性 

今年こそオリックスの日本一を期待します。 



 

西宮市 5男性 

いつもバファローズを応援しています！！前選手頑張って下さい！！ 

 

西宮市 57女性 

毎回ビデオに録画して、貯まったら Blu-rayに焼いて保存しています。オリックスの選手紹

介や名シーン、とても嬉しいです。これからも楽しみにしています。 

       

大阪市西区 51女性 

いつも楽しく見ています。普段あまり情報のない育成選手の情報も聞けるのも楽しみです。 

 

神戸市兵庫区 42男性 

今回のファームの練習試合回、数多くの育成選手の良いプレーを、これも数多く観ることが

できたのが良かったです。今後も、一軍の選手だけでなく、様々な立場の選手にスポットを

当てていただけると幸いです。 

 

西宮市 58男性 

渡部遼人外野手、ライバルは多いですが切磋琢磨してレギュラーを勝ち取れるよう頑張っ

てください。 

 

姫路市 55女性 

渡部選手、自分の強みを活かして早く福田選手を追い抜こう。遠慮は要らないよ 

 

豊中市 11男性 

僕は大のオリックスファンです。僕は渡部選手を守備などで期待しています。4 月 16 日の

試合ではファインプレーをしていたので、びっくりしました。また 1軍に上がってきて、渡

部選手のファインプレーを見たいです。頑張れハルトマン! 

 

佐用郡佐用町 34男性 

なかなか見れないオリックスのファーム情報をやってくれるのですごくありがたいです。 

 

大阪市生野区 25女性 

毎週楽しみに観ています。特に 2 軍で頑張っている若い選手たちをより知ることができる

ので、とてもありがたいです。 

 

宝塚市 37女性 



放送翌日のオリックスの試合では、同期の椋木投手が素晴らしいピッチングをされていま

した！渡部選手もまた一軍に上がって活躍されることを期待しています！混戦のパリーグ

で V2目指して頑張れオリックス・バファローズ！！ 

 

神戸市垂水区 44女性 

今年のルーキーは全員期待していますが、渡部選手にももっと期待してるので、１軍で活躍

する姿をたくさん見たいです。 

      

神戸市西区 23男性 

優勝目指して頑張れ！！ 

 

西宮市 51男性 

オリックス大ファンなんで、番組大好きです。福永捕手、活躍期待してます。優勝に貢献お

願いします。サイン入りボールほしいです。お願いします 

      

神戸市垂水区 55男性 

ファームの試合はなかなか見る機会がないのでこの番組で観れるのが嬉しい 

 

神戸市長田区 69男性 

球場で観てる選手の生の声や、情報がわかり、楽しみ 

 

神戸市垂水区 55男性 

福永選手の初スタメン完全試合のお話とても興味深かったです。 

 

大阪市阿倍野区 19女性 

毎週「オリックス・バファローズが好きやねん！」の放送を楽しみにしています。フレッシ

ュオールスターでも躍進していた渡部遼人外野手！後半戦はもちろん一軍の試合でお待ち

申し上げます。 

       

神戸市西区 37男性 

福永選手の一軍昇格試合では確かに辛いものがありましたけどファームで初ホームラン打

ったり、守備で見せたりとしてきているので次は一軍で活躍する姿を楽しみにしていま

す！ 

 

岩出市 50女性 

選手一人ひとりの声が聞けてとても貴重な番組だと思います 



 

尼崎市 47 

宮城投手のファンなんでインタビューよろしくおねがいします。 

 

岸和田市 64 

普段みれない練習試合の放送たいへんありがたいです。これからもバファローズ同様にこ

の番組も応援させてもらいます！！ 

 

神戸市兵庫区 42男性 

トレード入団した選手や新外国人選手など、シーズン中にオリックスの一員となった選手

へのインタビューやってほしいです。 

 

 

       

以上です。たくさんのメッセージありがとうございます！！ 


