
＃１１４(２０２１／１1／１６火 更新分） 

○タイガース論 

「ホームランは野球の華」 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

○赤木誠のV特急スクール 

 好評の第三弾 『放送部』 

------------------------------------------------ 

＃１１３(２０２１／１1／9火 更新分） 

○タイガース論 

「すごいやん！伊藤将司＆スアレス」 

○ゲストOB 福間納(83年最優秀防御率投手) 

○赤木誠のV特急スクール 『放送部』 

○プレイバック 11/6～7 vs巨人 

------------------------------------------------ 

＃１１２(２０２１／１1／２火 更新分） 

○タイガース論 

「いったれ！短期決戦」 

○ゲストOB 野田浩司 

(日本記録 1試合19奪三振投手 95年) 

○プレイバック  10/26 vs中日 

○岩田稔投手 引退セレモニー 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 

------------------------------------------------ 

＃１１１(２０２１／１０／２６火 更新分） 

○タイガース論 

「やったれ！短期決戦」 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

○プレイバック 10/18 vs広島 

        10/19～20 vsヤクルト 

        10/21 vs中日 

               10/23 vs広島 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 

------------------------------------------------ 

＃１１０(２０２１／１０／１９火 更新分） 

○タイガース論 

「優勝争いの極意」 

○ゲストOB 野田浩司 

(日本記録 1試合19奪三振投手 95年) 

○赤木誠のV特急スクール 『放送部』 

○プレイバック 10/15 vs巨人 

        10/17 vs広島 

○2021年ドラフト指名選手 紹介 

○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃１０９(２０２１／１０／１２火 更新分） 

○タイガース論 

「キャッチャーここだけの話」 

○ゲストOB 浅井良 (01年入団03＆05年V戦士） 

○10/9ファーム日本選手権の結果は…？ 

○プレイバック 10/6 vsDeNA 

               10/10 vsヤクルト 

○2021年ドラフト会議 

○阪神タイガースWomen 情報 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 



＃１０８(２０２１／１０／５火 更新分） 

○平田勝男ファーム監督×代走みつくに！ 

「ファームから１軍へ 進撃の若虎」 

○ゲスト 平田勝男ファーム監督 

○プレイバック 9/30 vs広島 

        10/1～3 vs中日 

------------------------------------------------ 

＃１０７(２０２１／９／２８火 更新分） 

○平田勝男ファーム監督登場！ 

「やった！ファーム連勝記録の軌跡」 

○ゲスト 平田勝男ファーム監督 

○プレイバック  

 ファーム 9/24～25 vsオリックス 

------------------------------------------------ 

＃１０６(２０２１／９／２１火 更新分） 

○タイガース論 

 「優勝争いをするチーム〇〇がすごい！」 

○ゲストOB 浅井良 (01年入団03＆05年V戦士） 

○赤木誠のV特急スクール 『歴史』 

○プレイバック 9/18 vs中日 

        9/19～20 vs巨人 

------------------------------------------------ 

＃１０５(２０２１／９／１４火 更新分） 

○タイガース論 

 「すごいやん！青柳晃洋」 

○ゲストOB 福間納(83年最優秀防御率投手) 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 

○プレイバック 9/7～9/8 vsヤクルト 

 ファーム 9/12 vs広島 

------------------------------------------------ 

＃１０４(２０２１／９／７火 更新分） 

○「あの頃を振り返る！若虎収穫祭」 

○２０２１年ルーキー入団会見＆試合映像 

○赤木誠＆代走みつくに 

------------------------------------------------ 

＃１０３(２０２１／８／３１火 更新分） 

○タイガース論 

「後半戦たのんまっせ！」 

○ゲストOB 福間納(83年最優秀防御率投手) 

○赤木誠のV特急スクール 『歴史』 

○プレイバック 8/24～8/26 vs DeNA 

 ファーム 8/25 vsオリックス 

------------------------------------------------ 

＃１０２(２０２１／８／２４火 更新分） 

○タイガース論 

「優勝へ向けて 安藤メソッド」 

○ゲストOB 安藤統男（虎の重鎮） 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 

------------------------------------------------ 

＃１０１(２０２１／８／１７火 更新分） 

○タイガース論 

「鉄壁！外野の名手たち」 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

○赤木誠のV特急スクール 『地理』 



○プレイバック 8/13～8/15 vs広島 

 ファーム 7/31 vsオリックス 

○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃１００(２０２１／８／１０火 更新分） 

○タイガース論 

「これがあるから今がある」 

 ～ファーム戦振り返り～ 

○赤木誠、代走みつくにセレクト 

 放送100回記念スペシャルプレゼント 

------------------------------------------------ 

＃０９９(２０２１／８／３火 更新分） 

○タイガース論 

「俺らのタイガース」完結編 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

     浅井良 (01年入団03＆05年V戦士） 

○ロケ地：「ブリスフィールド東大阪スポーツアカデミー」 

------------------------------------------------ 

＃０９８(２０２１／７／２７火 更新分） 

○タイガース論 

「俺らのタイガース」 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

     浅井良 (01年入団03＆05年V戦士） 

○ ロケ地：浅井良さんのお店「AZAS'」 

------------------------------------------------ 

＃０９７(２０２１／７／２０火 更新分） 

○タイガース論 

「すごいぞ！中野拓夢」 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」  

○プレイバック 7/12～7/14 vsDeNA 

○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃０９６(２０２１／７／１３火 更新分） 

○タイガース論 

「走れ！タイガース 足のスペシャリスト」 

○ゲストOB 福間納(83年最優秀防御率投手) 

○赤木誠のV特急スクール 『体育』 

○プレイバック 7/9～7/11 vs巨人 

    ファーム    7/6 vsソフトバンク 

------------------------------------------------ 

＃０９５(２０２１／７／６火 更新分） 

○タイガース論 

「タイガース 変則ピッチャー列伝」 

○ゲストOB 野田浩司 

(日本記録 1試合19奪三振投手 95年) 

○赤木誠のV特急スクール 『保健』  

○プレイバック 6/29~7/1 vsヤクルト 

------------------------------------------------ 

＃０９４(２０２１／６／２９火 更新分） 

○V特急ファーム情報スペシャル 

 平田勝男ファーム監督 

○プレイバック 6/25～27 vsDeNA 

    ファーム    6/25・26 vs中日 



○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃０９３(２０２１／６／２２火 更新分） 

○タイガース論 

「激闘！交流戦の軌跡」 

○ゲストOB 野田浩司 

(日本記録 1試合19奪三振投手 95年)  

○V特急ファーム情報スペシャル 

 平田勝男ファーム監督登場！ 

○プレイバック 6/18～20 vs巨人 

------------------------------------------------ 

＃０９２(２０２１／６／１５火 更新分） 

○タイガース論 

「タイガース2021 強さの真髄」 

○ゲストOB 福間納(83年最優秀防御率投手)  

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 

○プレイバック ファーム 6/11 vsソフトバンク 

○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃０９１(２０２１／６／８火 更新分） 

○タイガース論 

「すごいぞ！梅野隆太郎」 

○ゲストOB 浅井良 

 (01年入団03＆05年V戦士）  

○赤木誠のV特急スクール 『音楽』 

○プレイバック 6/1～3 vsオリックス 

               6/4～6 vsソフトバンク 

○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃０９０(２０２１／６／１火 更新分） 

○タイガース論 

「交流戦は激戦だ！仮想・日本シリーズ」 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！）  

○赤木誠のV特急スクール 『数学』 

○プレイバック 5/25・27 vs千葉ロッテ 

    ファーム  5/29・30 vs巨人 

------------------------------------------------ 

＃０８９(２０２１／５／２５火 更新分） 

○タイガース論 

「背番号８の先輩 浅井良！」  

○ゲストOB 浅井良 

 (01年入団 03＆05年V戦士） 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 

○プレイバック 5/18・19 vsヤクルト 

○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃０８８(２０２１／５／１８火 更新分） 

○タイガース論 

「このコーチはすごかった！」  

○ゲストOB 葛城育郎 

  (代名詞は“雄叫び”！！） 

○代走みつくに「アルプスゲストと話そう！」 

○プレイバック 5/11・13 vs中日 

○阪神タイガースWomen 情報 



------------------------------------------------ 

＃０８７(２０２１／５／１１火 更新分） 

○タイガース論 

「一度でいいから見てみたい 

         タイガースのこんな作戦」  

○ゲストOB 安藤統男（虎の重鎮） 

○赤木誠のV特急スクール 『化学』 

○プレイバック 4/30・5/2 vs広島 

○阪神タイガースWomen 情報 

------------------------------------------------ 

＃０８６(２０２１／５／４火 更新分） 

○代走みつくに特別企画！ 

「探せ！虎の勝負服！」 

○代走みつくにプレイバック 

    4/14・15 vs広島 

------------------------------------------------ 

＃０８５(２０２１／4／２７火 更新分） 

○タイガース論 

「ゴールデンルーキー伝説」  

○ゲストOB 安藤統男（虎の重鎮） 

○代走みつくに各駅停車 

○プレイバック 4/23～25 vs横浜 

------------------------------------------------ 

＃０８４(２０２１／４／２０火 更新分） 

○タイガース論 

「今年は一味違うぞ！この選手」  

○ゲストOB 福間納(83年最優秀防御率投手) 

○赤木誠のV特急スクール 『歴史』 

○プレイバック 4/14・15 vs広島 

          4/16～18 vsヤクルト 

    ファーム 4/18 vs広島 

------------------------------------------------ 

＃０８３(２０２１／４／１３火 更新分） 

○タイガース論 

「頼りにしてます！今年の推しピッチャー」  

○ゲストOB 福間納(83年最優秀防御率投手) 

○代走みつくに各駅停車 

○プレイバック 4/6・7・8 vs巨人 

------------------------------------------------ 

＃０８２(２０２１／４／６火 更新分） 

○タイガース論「すごいぞ！佐藤輝明」 

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

○赤木誠のV特急スクール 『国語』 

○プレイバック 4/2・3・4 vs中日 

    ファーム 3/30 vsオリックス 

------------------------------------------------ 

＃０８１(２０２１／４／１木 更新分）  

○2021年 第一回目のタイガース論 

「今年はこうなれ！タイガース」  

○ゲストOB 葛城育郎 (代名詞は“雄叫び”！！） 

○復活！代走みつくに各駅停車 

○プレイバック 3/26・27・28 vsヤクルト 

    開幕3連勝 見事なロケットスタート！！ 

------------------------------------------------ 


