
◆◆◆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！！◆◆◆ 

  

奈良県生駒市 63男性 

近藤大亮の登板を待ってました。黒木と共にクローザーをしっかり抑えてくれれば、最高に

強いチームになります。期待しています。 

       

西宮市 57男性 

毎週かかさず見ています。今年も優勝出来るように、頑張ってください。 

       

西宮市 60女性 

スタートダッシュとは行きませんでしたがシーズンはこれから強いバファローズを観たい! 

 

神戸市北区 11男性 

オリックス・バファローズが好きやねん！楽しみです。 

 

東大阪市 56女性 

ファーム情報たすかります！近藤投手が支配下なったこともすぐに伝えておられて嬉しい

です。 

 

神戸市垂水区 55女性 

本日は誕生日で 55歳になってしまいました。4/15の強風の中のファームの試合に出場した

選手の多くが、現在一軍で頑張っているのがたくましいです。舞洲へ行ける機会が少ないの

で、こうしてダイジェスト版で見られるのはありがたいです。 

 

堺市南区 41男性 

今回みたいに二軍の情報も多く配信してくれるので、この番組は非常に有り難いです。 

 

池田市 57男性 

まぁ今年は Aクラスが目標かな 

 

茨木市 54 男性 

ルーキーの活躍を毎週お願いします 

 

茨木市 54 男性 

選手インタビューを増やして欲しい 

 



神戸市西区 28男性 

毎週、楽しく番組を拝見しております。ホームラン特集・ヒーロー特集が沢山みたいです。 

今後とも、宜しくお願い致します。バファローズファン歴 20年です。 

 

大阪市城東区 56女性 

最近舞洲へ行けてないので試合結果とか知れて良かったです。今回の放送は田嶋投手や近

藤大亮投手のピッチングまで見れたので嬉しかったです。近藤大亮投手も支配下登録され

一軍で 3年ぶりに勝利されて嬉しい限りですよね。こんたいさんおかえりなさい。 

次回は育成選手に戻ってしまった榊原投手とかの特集もお願いいたします。 

ばらくん頑張ってねー 

 

高槻市 55男性 

新戦力の選手たちの活躍を願いながら、毎回楽しみに観ています 

 

大阪市城東区 56男性 

若い選手のインタビューが楽しいですね。育成選手の東投手の近況とか知れたらええです

な。 

 

和泉市 64男性 

『オリックスバファローズが好きやねん』を毎回欠かさず楽しく視聴させて頂いています。 

パリーグ V２&日本一を目指しているオリックスバファローズ。コロナ禍や実質 2年目のジ

ンクスで昨年並み・以上の力を発揮し切れていない選手が多い序盤戦ですが、僅差での高い

勝率が昨年終盤の厳しい闘いの経験が活かされていると確信しています。今シーズンは、出

来る限り多く試合観戦し、球場で応援したいと思います。 

     

寝屋川市 46男性 

今週は、ファームのオリックス対中日のダイジェスト放送ありがとうございます！野口君

のホームラン良かった！冨山、近藤、ワゲズバックも良かった！ここから、近藤は、支配下

登録になり、初勝利、初お立ち台に登りました。ワゲズバックも先発のローテになりまし

た！私は介護の仕事をしていて、給料は少ないので、チケットが当たれば、友人家族を誘っ

て京セラドームに応援に行きたいです！よろしくお願いします。 

 

長岡京市 50女性 

まだまだ野球は勉強中で、ウエスタン・リーグの事は分かりませんが、「オリックスパーフ

ェクトガイド」を購入したので少しずつ選手の名前が分かるようになりました。自分と同じ

名前に「裕」の字がつく方は無条件で推してます！！ 



 

岩出市 27男性 

普段なかなか見れないファーム情報、とても有難いです。 

 

守口市 51男性 

家族でオリックスファンなのでいつも楽しみにしてます。オリックスの番組が他にないの

で、ずっと続けてほしいです。 

 

西宮市 5男性 

いつもバファローズの情報が見れるので、ビデオに撮ってみてます！！今日は GWなので、

生で見れました！！いつも応援してます！！バファローズが大好きです！！ 

 

川西市 49男性 

オリックスファンなので毎回楽しみにしています。今年もたくさん球場へ行って応援した

いです。 

 

姫路市 51男性 

コロナな関係で今年の観戦はまだ行けていないのですが、是非球場で応援したいのでよろ

しくお願い致します。 

 

堺市堺区 46女性 

若手選手の情報が見れて嬉しいです 

 

吹田市 27男性 

皆でおりほーが言いたい！ 

 

吹田市 60女性 

ルーキーの紹介など楽しみに観ています。 

 

神戸市兵庫区 41男性 

横山投手、息子さんが「パパはプロ野球選手だ」ということが理解できるようになるまで頑

張ってください。 

 

大阪市西淀川区 53男性 

毎週番組楽しみにしています。バファローズの 2連覇に日本一願って応援しています！ 

一試合一試合楽しくてたまりません。 



 

西宮市 54女性 

今年も優勝しますように。頑張って応援します。 

 

神戸市長田区 32男性 

オリックスのさまざまなことを知れて嬉しいです。今回の放送でもファームの情報を細か

く知れて、良かったです。来週以降も楽しい放送を期待しています。 

 

向日市 57男性 

ファームの情報を見て、1軍で出場の機会をもらった選手は特に応援に力が入ります。今年

も色々な情報をよろしくお願いします。 

 

大阪市此花区 54 

2軍のダイジェストもいい情報が多いのでリポートお願いします。 

 

豊中市 11男性 

オリックスバファローズのファーム情報いつも楽しみに見ています。ファームでの活躍を

見ていて、すごいなぁと思った選手が、一軍に上がってくるのが楽しみです。 

 

池田市 57男性 

去年の優勝チームとしてせめて Aクラスになって欲しい。 

 

葛城市 59男性 

野口選手の姿を見て喜んでます。活躍良いね。一軍最高 

 

神戸市東灘区 56女性 

今回はなかなか行けないファームの試合ハイライトで、躍動する若手たちを見ることが出

来て嬉しいです！コロナ陽性者が多く、連敗と相まってファンはショックを受けることば

かり続きますが、週末の舞洲ではラオウ、周平、などがスタメンでもう上がって来るので

は？と期待してます。これからもワクワクする番組づくりお願いします。 

 

堺市西区 60男性 

今年はコロナに注意しつつ、球場に行ければと思っていたのですが、陽性者続出なので、基

本的にテレビ観戦で応援します。でも、球場のほうが応援してるリアル感があります！ 

 

大阪市住之江区 28女性 



毎週楽しく拝見させていただいてますバファローズの大のファンです。5月は苦戦してます

が、シーズンはまだまだこれから。得意の交流戦も待ってます。こんな時こそ全員野球、頑

張れオリックス！オリホー！ 

 

大阪市港区 男性 

コロナ陽性がでてもこれからの若手の活躍に期待してます。 

 

西宮市 58男性 

強いバファローズを球場で観たい!! 

 

大阪市港区 56男性 

頑張れ わがまちのバファローズ！ 

 

大阪市西淀川区 47男性 

いつも、楽しく視聴させていただいています。オリックス最新情報、ファーム中継楽しみに

見ています。 

 

大阪市西淀川区 15男性 

こっから巻き返してオリックス交流戦優勝して去年みたいに最高の座を奪い最高の気分で 

オリックス優勝や 

 

尼崎市 49女性 

コロナや怪我でメンバーが万全ではありませんが、今年も交流戦から巻き返して行きまし

ょう！ 

 

西宮市 60女性 

交流戦連覇期待しています。 

 

西宮市 62女性 

苦しい戦いが続いているオリックスですが、交流戦で弾みをつけて、日本一目指して頑張っ

て欲しいです！プロ入り初セーブ・初勝利をあげた本田仁海投手を特集してほしい！ 

 

西宮市 51男性 

こんにちわオリックス大ファンですヒーロー特集いつも楽しく見てます、たくさん放映し

て下さい。交流戦で勢いつけて連覇お願いします応援してます 

      



大阪市此花区 54男性 

今回の放送もよかったです。来田選手の必死の走塁とインタビューが感動ものでした。 

 

西宮市 58男性 

交流戦の連覇必ず出来ると信じています、頑張って欲しいです。 

 

大阪市東淀川区 27女性 

ヒーロー選手をもう一度見れて、嬉しい気持ちになりました。 

 

大阪市住吉区 63男性 

今年もリーグ制覇、いや、日本一を願って応援しています。 

 

神戸市西区 28男性 

新人選手の活躍を取り上げて、頂きありがとうございます。これからも、楽しく番組を、見

させてください。宜しくお願い致します。ヒーロー特集最高。 

 

大阪市東淀川区 22女性 

なかなかオリックスをテレビで見る機会がないなか、こちらの番組は地上波でもやってく

ださっているので嬉しいです。内容も試合の振り返りができるので見てて楽しいです。 

 

宝塚市  62女性 

ヒーロー特集は、いつ観ても顔がニヤけてしまいます！ でも、２カード連続の負け越しで

始まった交流戦。３カード目の初戦も負けた・・・明日からは ず～っと ず～っと 勝てま

すように！！ 

 

神戸市西区 25女性 

オリックス厳しい戦いが続いていますが、1勝でも多く勝てるよう、これからも応援してい

きたいです。これからも楽しみにしています。 

 

神戸市須磨区 54男性 

もっとファームの試合も放送して欲しいです。 

 

大阪市西淀川区 53男性 

毎週番組楽しみに見ています。選手のインタビューやヒーロー特集好きです。外国人選手の

インタビューも楽しみにしているので宜しくお願いします。 

 



長岡京市 50女性 

吉田正尚選手の豪快なスイングを京セラドームで生で観たいです！！地上波ではなかなか

オリックスの活躍を見れないので、この番組は本当にありがたいです。 

 

大阪市城東区 56男性 

今回のヒーロー特集の来田選手のサヨナラホームイン最高に気持ちよかったですね。現地

でも選手の活躍が見たいですね。チケット当たりますように。 

 

大阪市城東区 56女性 

ファームに居る選手では榊原翼投手と東晃平投手を応援しています。おふたりの近況など

を特集していだけたら嬉しいです 

 

大阪市城東区 55男性 

舞洲以外の球場でのファームの試合の映像が見たいです 

 

神戸市東灘区 60女性 

ワクワクする試合が観たい。そして、選手のイキイキしたところが見たいです。 

 

大阪市城東区 16男性 

今シーズンも楽しみにしています！バファローズの情報など、ルーキーの情報をわかりや

すく、放送していて、とてもわかりやすく、楽しいです!! 

 

神戸市垂水区 55女性 

前半戦のサイコーの試合を紹介してくださりありがとうございます！4/17 は現地観戦だっ

たのでドキドキが蘇りました。佐野くんのお立ち台が良かったなー。交流戦真っ盛りです。 

またいい試合を放送してくださいね。 

 

八尾市 20女性 

京セラドームでの 1 軍の試合だけでなく、舞洲でのファームの試合のまとめも放送して頂

くことによって、あまり知らない選手についても知ることができ、とても有難く感じており

ます。 

 

神戸市北区 31女性 

大好きな山崎颯一郎投手が出ていてとても嬉しかったです！！ 

これからもオリックスバファローズをいっぱい特集してください！！ 

 



八尾市 47女性 

いつも番組を楽しみにしています。娘と一緒にオリ姫ですヽ(^o^)番組時間は短いけど、選

手に 1 人 1 人にスポットが当たり、とても魅力的な番組だと思います。これからも、楽し

く魅力的な番組なので応援させて頂きます！ 

 

神戸市西区 21男性 

毎週録画して欠かさず見てます。小学生からバファローズの大ファンです。コアなオリック

ス情報を放送してくれるのを楽しみにしてます。 

 

奈良市 67男性 

亡くなった父に連れて行ってもらってからの近鉄バファローズのファンで合併してからは

オリックスのファンでファンクラブにも入会して応援してます。野球部だった甥っ子とそ

の今少年野球をしてる子供ともバファローズファンで夏は一緒に行こうと約束しています。 

 

橿原市 40男性 

毎回欠かさず見ています！ファーム情報が貴重でありがたいです。新外国人のマッカーシ

ー選手の特集が見たいです。 

 

神戸市長田区 64男性 

コロナや怪我で離脱していた主力が帰ってきて非常に楽しみです！今後もバファローズ情

報よろしくお願いします！ 

 

向日市 57男性 

毎週選手の活躍した場面が見られて嬉しいです。今年も優勝出来る様、テレビや球場で応援

します。これからもいい番組をよろしくお願いします。 

     

西宮市 57男性 

園部佳太内野手の活躍振り、実力などが良く分かりました。 

 

西宮市 61女性 

独立リーグが大好きで、よく見に行ってました。園部選手が支配下になるのを楽しみにして

います。 

 

三木市 47女性 

オリックス優勝やぁーーー！ 

 



和泉市 64男性 

開幕以来、レギュラークラスの多くを含む一軍メンバーが、故障者とコロナ禍による離脱が

あり、ベストメンバーで戦えない日々が続き、勝ち星の貯金が出来ない状況が続いていまし

た。が、交流戦の後半にさしかかり、投攻ともベストメンバーで戦える戦力になって来たよ

うです。ここから昨年のように反撃に転じ首位を目指して欲しいです。 

コロナ禍で、ペナントレースの京セラ観戦も一昨年はゼロ、昨年は終盤の数試合に留まりま

したが、今シーズンは一試合でも多く球場に足を運びたいと思っています。 

そして、昨年なし得なかった『日本一』の瞬間を球場で見届けたいと思っています。 

 

神戸市垂水区 44女性 

ヒーロー特集は試合の振り返りも出来るから特に好きなコーナーです。 

 

寝屋川市 46男性 

山岡、山崎そういちろう、吉田、来田、選手の活躍が頼もしいです。 

 

西宮市 61女性 

先日、京セラドームでの試合を観戦に行きました。園部佳太選手が早くこの舞台で戦える日

を楽しみにしています。 

 

西宮市 61女性 

BCリーグ出身の選手は全員応援しています。園部佳太選手も 1日も早く、一軍で戦う日を

楽しみにしています。 

      

神戸市兵庫区 42男性 

園部選手のプロフィールが、本人の口から細かく説明されていたかのような内容が良かっ

たです。 

 

西宮市 51男性 

オリックス大ファンです。中村勝投手の活躍期待してます。 

早く支配下になって、優勝に導いて下さい！ 

      

葛城市 49男性 

コーチ陣へのインタビューもしてほしいです 

 

西宮市 57男性 

中村勝投手の経歴、活躍振りが良く分かりました。 



西宮市 61女性 

中村選手、日本に帰って来てた事を知らなかったので、これから応援します。 

 

池田市 57男性 

ドラ 1の意地見せて欲しい。もうひと花咲かせて日ハムを見返してもらいたい。 

 

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。とりあえず借金返済ですね。 

 

大阪市天王寺区 31 

オリックス大好きです。貴重なオリックスの番組ありがとうございます。 

私が見に行った試合は全勝です。かなりの確率です。 

 

大阪市大正区 

ファンの方々の感想などがおもしろいです。 

 

生駒市 63 

オリックス選手の活躍が良くわかるので楽しいです。名場面が特集されているのでワクワ

クと感動しています。応援歌ＳＫＹが聞けるので役立つ。 

 

岸和田市 53 

ことしも昨年同様、元気を頂ける番組を！！ 

 

神戸市垂水区 26 

いよいよシーズン始まる！ 

日本一めざし、ファンと共に戦おう！！ 

福也の二桁勝利を期待しています。 

秋には祝杯を！！ 

 

大阪市大正区 

「オリックスバファローズが好きやねん」いつも楽しく拝見しております。12ｃｈでたまに

ファームの中継がありますが、もっと沢山放送してもらえたら、嬉しいです。今年こそ優勝

めざして頑張れオリックス！！ 

 

大阪市淀川区 29 

横山投手出身宮崎なんですね。僕の母方の田舎も宮崎なんで応援したいと思います。 



奥さんのハート型のハンバーグですか…くそっうらやましいっス。 

お子さんにカッコイイパパの姿みせてあげて下さい。 

 

堺市堺区 38 

毎週楽しみな番組です。若手選手を紹介してもらえるので、押しの選手を見つける楽しみが

あり、実際にラオウ選手もこの番組で知ってから応援しています。横山楓投手もこれから応

援します。 

 

堺市西区 56 

佐野皓大さんはいろいろできて、すごい選手だと（この歳でも）尊敬しております。 

１軍定着できるとチームが安定すると思います。応援しております。 

 

大阪市大正区 

ファンの声を聞くのがおもしろいのでつづけて下さい。 

 

岸和田市 53 

チームまだまだ本気出してない。必ず浮上します！！ 

 

 

 

以上です。たくさんのメッセージありがとうございます！！ 


