
◆◆◆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！！◆◆◆(2022/2/21)  

 

和歌山市 46男性 

バファローズは、本当に強くなりました。岸田護コーチの予言的中ですね。 

 

和歌山 46女性 

選手だけでなくコーチのサインボールがプレゼントになるなんてファンには嬉しい限りで

す^_^ 今年はチームがリーグ優勝して、オリックスへの愛も増し増しです。オフの間もた

くさん情報お願いします♪  

      

宝塚市 36男性 

岸田コーチ引退セレモニーのスピーチの時、これからのオリックスは強くなります。本当に

嬉しかったです。これからも、バファローズの投手王国が育つよう楽しみにしています。 

2022年も全員で勝つ！！ 

      

尼崎市 52男性 

優勝を味わえて幸せです。優勝特番お願いいたします。 

 

尼崎市 56男性 

いつも番組を楽しませてもらっています。来年こそは、オリックス日本一を期待しています。 

 

西宮市 51男性 

オリックスバファローズ大ファンでいつも番組見てます 今年は優勝で嬉しかったです 

ビールかけしました 

 

西宮市 9男性 

毎回オリックスについて色々な情報ありがとうございます。面白いです。 

 

西宮市 60女性 

山下舜平大投手、来シーズンは１軍定着期待しています。 

 

大阪市此花区 55男性 

優勝特集をお願いします。 

 

橿原市 42男性 

毎週番組を楽しみに観ています。若い選手たちの紹介に元気をもらっています。 



茨木市 21男性 

山下投手の来年の飛躍期待しています！ 

 

岩出市 26男性 

今年活躍した選手の特集お願いします 

 

神戸市垂水区 54女性 

まだ山下選手の紹介してなかったんですね！気付かないままシーズンが終わってました。

でも今回のインタビューも楽しく拝見しました。舜平大選手、キラキラしてます。今年の一

軍デビューはなりませんでしたが、来年はぜひ投げてほしいですね。初勝利を取り上げてく

ださいね！ 

 

堺市南区 55女性 

オリックス・バファローズが好きやねん！は関西に居ててもなかなかオリックスのことを

あんまりやってくれないので貴重な番組でありがとうございます！山下投手も元選手も来

シーズンは 2年目。今年の宮城投手や紅林選手のように期待する 2選手です！ 

 

箕面市 48女性 

今年も毎週楽しく番組見せて頂いてました。もっと長くやって欲しいと毎週思って見てま

す。今年は日本一残念でしたが、本当コロナで悲しいニュースの中、オリックス・バファロ

ーズの試合を観に行く京セラドームが 1 番の幸せな時間でした。来シーズンも京セラドー

ムよ試合楽しませてもらうので、怪我ないように選手皆さん心より応援しています。山下投

手一軍で投げてもらえること楽しみにしていますね。 

 

大阪市生野区 71男性 

阪神間以外から来た選手に地元との違い、違和感を感じたか等を聞いて欲しい 

 

姫路市 54女性 

舜平大投手、1年間 2軍でみっちり鍛えてもらったと思います。宮城投手のように 2年目か

ら活躍して欲しいとも思いますがここはオリックスの伏兵として満を持しての登場を期待

します。楽しみに応援しています。 

 

東大阪市 32男性 

山下投手の紹介ありがとうございました☆ 今年はオリックスバファローズが優勝し 

オリックスバファローズが好きやねんの放送も毎回楽しかったです。来年こそ日本シリー

ズ制覇を目指して番組も、もっともっと盛り上がる事を願ってます！ 



西宮市 58男性 

シュンペーターという経済学者がいたことを初めて知りました。山下舜平大投手も来シー

ズンは全国的に有名になってください。 

 

神戸市兵庫区 26女性 

ずっとオリックスを応援してきましたが、ここまで楽しませてくれた年はありませんでし

た。選手には感謝しかありません。若い選手が活躍しているオリックス、今後もずっと応援

しています！" 

 

神戸市兵庫区 48男性 

山下投手、入団した時からずっと応援しています宮城投手がブレイクしたように来年の活

躍に期待しています まずは初勝利！ 名前の由来も聞けてよかったです ガンバレ！ 

 

泉南郡熊取町 57男性 

バファローズの優勝特集、凄く良かったです。来シーズンの舜平大投手の飛躍が楽しみです。 

これからも毎週楽しみに視聴したいと思います。 

 

八尾市 11男性 

今年は特にバファローズが優勝したので楽しみにしていました。友達からもバファローズ

の話がたびたびできるようになって嬉しいです。この番組も友達に教えてあげました。これ

からも楽しみにしています。 

 

神戸市西区 37男性 

オリックスの次世代でもある山下投手の話が聞けて良かったです！もっともっと次世代、

新入団した選手からの話も楽しみにしてます！ 

 

神戸市兵庫区 41男性 

山下投手の名前の由来、ネットで情報が無かったわけではありませんが、今回の放送で本人

の口から具体的に聞けたことが、何より良かったです。今年は惜しくも日本一を逃してしま

ったオリックス。山下投手が今の投手陣に加わることで、来年こそは日本一が取れることを、 

心より祈念しております。 

 

東大阪市 35男性 

今回の山下投手の特集が良かったです。生まれ育った福岡の食や夜景など興味深く福岡に

行ってみたくなりました。早く一軍での活躍を観てみたいです。 

オリックスバファローズの特集番組は珍しいので、これからも番組を続けてほしいです。 



西宮市 27女性 

来田選手は、同じ兵庫県出身で明石商業高校時代の時からずっと注目してきました！ 

今シーズンは初打席初球ホームランを含め活躍する来田選手の姿を見ることができて 

本当にうれしかったです。そんな選手の素顔が垣間見れるインタビューや特集をしてくだ

さる、バァファローズが好きやねん！は、毎週楽しみで録画保存して何回も見返しています。 

来田選手や元選手や紅林選手などなど若手ルーキーにクローズした回など、コロナ禍でな

かなか見にいくことが叶わなかった今年、とても貴重な番組でした！ 

 

堺市南区 55女性 

去年の紅林選手の未公開インタビュー嬉しかったです。小学校の時はピッチャーやってた

なんて！知ることが出来て嬉しかったです！！！ありがとうございます！！！今年の新入

団選手では渡部遼人選手に注目してるのでまたインタビュー楽しみにしてます！ 

 

大阪市生野区 72男性 

来田外野手の場合は最初のホームランの映像を色んな方向から撮った物を見せて欲しかっ

た。 

 

奈良市 55男性 

バファローズ情報が得られるのはこの番組だけなので楽しみにしています。現在は KCN加

入していませんが(マンションが加入しているので視聴可能)、来春転居したら必ず加入した

いと思っています。 

 

東大阪市 女性 

今回の未公開インタビューも良かったです。親子共々バファローズファンで娘はマッチョ

マンと来田選手が大好きです。サインボール当たるように願っています♪ 

 

大阪市福島区 21女性 

高卒 1、2年目あたりの若手選手たちへのインタビューは普段なかなか他のテレビでは見る

ことが出来ないので貴重な特集を組んでくださりとても嬉しかったです。ありがとうござ

いました！ベイコムさんのおかげで来シーズンへの期待がさらに高まりました。これから

もオリックス特集楽しみにしています！！ 

 

大阪市淀川区 44男性 

今年はオリックスの優勝とてもとても嬉しかったです。 

期待の来田選手。いつかはクリンナップを打てると信じてます。 

 



大阪市西成区 51女性 

オリックス・バファローズが大好きで、その中でも高校生の時からファンの来田選手をずっ

と応援してます！来シーズンも来田選手の活躍を期待しています。 

 

西宮市 51男性       

吉田正尚選手が背番号７に変わりました ユニフォーム買います 頑張って下さい 

      

姫路市 54女性 

来田選手は鮮烈なデビューでしたよね。今年経験したことを活かして来シーズン益々の活

躍を期待します。 

 

大阪市 32女性 

いつも録画見ながらみてます。去年の入団からずっと応援してました！夏のガチャでは来

田先週のタオルをあてました！これからも来田選手の活躍を期待して応援します！ 

       

西宮市 32男性 

来田選手高校時代から応援してます！紅林選手や元選手とともに時代を担う選手になるの

を期待してます！ 

 

大阪市西区 24女性 

この季節は野球がなくとても寂しいので、番組があることで寂しくなくすごせます(^^) 

 

西宮市 58男性 

来田涼斗 1 選手の 1 軍デビューでの 1 発衝撃的でした、来シーズンのさらなる飛躍期待し

ています。 

 

神戸市西区 12男性 

今回のルーキー特集面白かったです！最後紅林選手も面白かったです！こういう企画もど

んどんやってほしいです！ 

 

神戸市垂水区 54女性 

来田選手のホームランを現地で観ましたよ！大きい当たりでたまげました。一年前の新人

紹介の時よりでっかくなりましたね。今後も番組で若手を紹介してください。ファームの試

合を見る機会があまりないので楽しいです。 

 

神戸市灘区 66女性 



毎週録画保存しています。これからも楽しい番組期待しています。 

 

神戸市兵庫区 41男性 

選手の未公開エピソード集、懐かしの映像も観ることができて良かったです。 

 

宝塚市 37女性 

ルーキーの活躍はやはりすごいです。来田選手はもちろん同期入団の選手も来年の更なる

活躍に期待です。新人も楽しみにしています！選手全員頑張って下さい！！ 

 

八尾市 57男性 

来年も一軍、ファームの情報たっぷりでお願いします。楽しみにしています。 

      

向日市 56男性 

いつも番組を楽しみにしています。今年はリーグ優勝で内容も充実していました。来年も欠

かさず見たいと思いますので、引き続き面白い番組をよろしくお願いします。 

 

 

八尾市 27男性 

衝撃的なデビューを飾った来田選手！来シーズンは外野争いを勝ち抜いて更なる活躍期待

してます！ 

 

守口市 18女性 

来田選手今シーズンお疲れ様でした！！！初ホームランすごかったです！！来シーズンの

活躍期待しています！しっかり体休めて頑張ってください！ 

 

西宮市 60女性 

今年はバファローズの活躍に勇気をたくさんもらいました、来シーズンは忘れ物の「日本一」

期待しています。 

 

吹田市 67男性 

ルーキーのインタビューが見れて嬉しいです。来年はルーキー2022を楽しみにしています。 

来田選手は明石商業の時から好きで、プロ初打席初球ホームランは感動しました。 

また来年も放送楽しみにしています。来年もオリックスに優勝してもらいたいです！ 

      

京都市西京区 27男性 

オリックスの選手の細かい情報が見れて凄く面白い！オリックスバファローズさいこ



う！！！ 

 

茨木市 54男性 

2022新人選手インタビューお願いします 

 

尼崎市 13男性 

毎週録画して見させて頂いてます。オリックスバファローズの数少ない番組ということも

あって、生活の一環として見させて頂いてます。これからも安定の充実した放送お願いしま

す。 

 

大阪市此花区 55女性 

２０２１は楽しませて頂きました。２０２２年も続けて応援します。 

 

西宮市 62女性 

12 月 4 日のファンフェスタは現地へ見に行きましたが、アップの画面でもう一度見ること

ができて嬉しかったです。今季も V2(VV)目指して頑張って欲しい！ 

 

尼崎市 15男性 

今年も年始より楽しく拝見してさせて貰ってます。今回のファン感面白かったです。今年は

受験でシーズンと一緒でファン感謝も行けませんでしたが、22 年度は連覇と日本一を観に

一杯球場に足を運びたいと思います。 

 

大阪市住之江区 14男性 

ファンフェスタだけではなく、野田さんが少し過去と比べてくれたり、みおちゃんと二人の

番組がとても素敵でした！！スタジオ版のオリックスバファローズが好きやねん！ 

ハマってしまいました！！ 

 

大阪市港区 57女性 

山本由伸選手の大ファンです 

オリックスのエースから日本のエースに急成長した山本由伸選手 生で見たいです 

 

尼崎市 55男性 

唯一のオリックスバファローズ情報番組として、いつも楽しみに視聴させていただいてお

ります。野田さんの誠実な語り口が大好きです。 

 

      



大阪市大正区 23女性 

ファンフェスタに行けなかったのでファンフェスタの様子を詳しく放送してくれて嬉しか

ったです。 

 

大阪市住之江区 54男性 

優勝特番大変楽しく拝見しました。テレビでバファローズを見ることがなかなかないので

有意義な 30分でした。キャンプ、オープン戦、シーズン前半、後半、交流戦での節目の際

だけでも振り返りとして 30分拡大もええんちゃう（笑）ご検討よろしくお願いします！ 

当然MCは野田さん竹村さんでよろしく！ 

      

尼崎市 55男性 

唯一のオリックスバファローズ応援番組としていつも楽しみに視聴しています。 

是非、今年は日本一奪取して 1時間拡大枠の日本一スペシャル番組を放送して欲しいです。 

がんばれ、バファローズ！ 

 

大阪市大正区 49男性 

今回は私も足を運んだファン感謝祭！楽しく過ごした時間を思い出し、感動のプレーを思

い出し、何度も見に来た試合を思い出したファン感謝祭を放送して頂き嬉しく思います。 

次回もファンの喜ぶ放送をよろしくお願いしますm(_ _)m 

 

大阪市住之江区 35男性 

毎週オリックス・バファローズが好きやねん！楽しみに見てます！竹村さんのオリックス

愛、ゲスト野田さんとの掛け合いとても良かったです。CSのロッテ戦 3戦目の逆転劇のシ

ーン、他の番組では小田選手の逆転シーンのみ放送されていますが、宗選手のホームラン、

T-岡田選手、安達選手の連続ヒットからの逆転劇の放送。さすがオリックス・バファローズ

が好きやねん！さんです！！野田さんの現役時代の中嶋監督のトークとても面白く良かっ

たです！竹村さんの引き出し方も良かったです！今シーズンの放送も期待します！  

 

尼崎市 53男性 

めざせ V2 スペシャル楽しくみさせていただきました。今年は昨年の V 戦士が更にたくま

しくなりパリーグを席捲し日本一を奪取期待しています。新たなニューヒーローは、来田？

野口？太田？更にスタターダムに駆け上がるか紅林！大弥！思い考えるだけで楽しみ一杯

です。ファンとして更に一つになり応援しまくるで。そして、球団愛に溢れすぎる宮内オー

ナーに有終の美を捧げて欲しいです。 

 

大阪市港区 32女性 



娘と応援します。今年は吉田選手も背番号かわったので頑張ってほしいです。 

 

西宮市 60男性 

番組ゲスト野田さんの誠実な語り口が良かったです。 

 

尼崎市 25女性 

昨年はリーグ優勝を見ることができて最高の 1 年でした。また、息子が産まれた年でもあ

り、家族 3 人で観戦することができて夢が叶った 1 年でもありました。今日の放送は息子

とゆっくり拝見させていただきました。吉田選手、山本選手、杉本選手の活躍が目立つ 1年

でしたが、宮城くんの成長、活躍には心動かされました。若いながらもよく耐え、磨いた 1

年だったなと放送を見て感慨深くなりました。今年は V2の年へ！期待しております！ 

 

西宮市 60女性 

昨シーズンはバファローズの若い力が爆発しての優勝だったと思います、 

このまま黄金時代を築いてほしいと思います。 

 

西宮市 19女性 

選手一人一人について詳しく触れていて、とても面白かったです！野田さんの細かい解説

も分かりやすかったです！是非今後もこのような番組を放送してください！お願いしま

す！ 

 

伊丹市 62女性 

阪神ファンですが、去年の CS.日本シリーズを見てオリックスバファローズのファンになり

ました。今年こそ、日本一になって下さい。応援歌もグッズも、選手も最高です。 

 

神戸市垂水区 44 

私の地元の星★来田選手 2022年はより活躍を期待しています。2022年もひき続き B好き

やねん！を楽しみにしています。 

 

奈良市 43 

今シーズンは久々になるリーグ優勝を達成し、チームにとっても充実した１年になったと

思いますが、そんな中、高卒 2年目としてチームの優勝に貢献した宮城選手に、紅林選手の

2人の選手が入団されて、この番組でとりあげられていた選手だったので、特に今シーズン

の活躍は嬉しかったです。 

 

 



京都市 

個々の選手の成長を伝えてくれるとファンとしてはうれしい番組です。 

 

大阪市淀川区 39 

2022 年こそ大願成就するよう応援していきますんで B 好き！さんもいい番組お願いしま

す。 

 

☆☆☆たくさんのメッセージありがとうございます！！☆☆☆ 


