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ルーキーエディション

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
※各100枚限定の銀箔サイン版（＊印）
※各30枚限定の金箔サイン版（★印）
※各17枚限定の赤箔サイン版（★印）
□001 堀　瑞輝（F）＊★
□002 石井一成（F）＊
□003 高良一輝（F）＊
□004 森山恵佑（F）＊
□005 高山優希（F）＊
□006 郡　拓也（F）＊
□007 玉井大翔（F）＊
□008 今井順之助（F）＊
□009 田中正義（H）＊★
□010 古谷優人（H）＊
□011 九鬼隆平（H）＊
□012 三森大貴（H）＊
□013 大本将吾（H）
□014 長谷川宙輝（H）
□015 田城飛翔（H）
□016 森山孔介（H）
□017 清水陸哉（H）
□018 松本龍憲（H）
□019 佐々木千隼（M）＊★
□020 酒居知史（M）＊
□021 島　孝明（M）＊
□022 土肥星也（M）＊
□023 有吉優樹（M）＊
□024 種市篤暉（M）＊
□025 宗接唯人（M）＊
□026 安江嘉純（M）
□027 菅原祥太（M）
□028 今井達也（L）＊★
□029 中塚駿太（L）＊
□030 源田壮亮（L）＊
□031 鈴木将平（L）＊
□032 平井克典（L）＊
□033 田村伊知郎（L）＊
□034 藤平尚真（E）＊★
□035 池田隆英（E）＊
□036 田中和基（E）＊
□037 菅原　秀（E）＊
□038 森原康平（E）＊
□039 鶴田圭祐（E）＊
□040 野元浩輝（E）＊
□041 石原　彪（E）＊
□042 高梨雄平（E）＊
□043 西口直人（E）＊
□044 千葉耕太（E）
□045 南　要輔（E）
□046 向谷拓巳（E）
□047 木村敏靖（E）
□048 山岡泰輔（Bs）＊★
□049 黒木優太（Bs）＊
□050 岡﨑大輔（Bs）＊
□051 山本由伸（Bs）＊



□052 小林慶祐（Bs）＊
□053 山﨑颯一郎（Bs）＊
□054 飯田大祐（Bs）＊
□055 澤田圭佑（Bs）＊
□056 根本　薫（Bs）＊
□057 張　奕（Bs）
□058 榊原　翼（Bs）
□059 神戸文也（Bs）
□060 坂本一将（Bs）
□061 中道勝士（Bs）
□062 加藤拓也（C）＊★
□063 高橋昂也（C）＊
□064 床田寛樹（C）＊
□065 坂倉将吾（C）＊
□066 アドゥワ誠（C）＊
□067 長井良太（C）＊
□068 吉川尚輝（G）＊★
□069 畠　世周（G）＊
□070 谷岡竜平（G）＊
□071 池田　駿（G）＊
□072 髙田萌生（G）＊
□073 大江竜聖（G）＊
□074 寥　任磊（G）＊
□075 髙井　俊（G）
□076 加藤脩平（G）
□077 山川和大（G）
□078 坂本工宜（G）
□079 松原聖弥（G）
□080 高山竜太朗（G）
□081 堀岡隼人（G）
□082 松澤裕介（G）
□083 濵口遥大（DB）＊★
□084 水野滉也（DB）＊
□085 松尾大河（DB）＊
□086 京山将弥（DB）＊
□087 細川成也（DB）＊
□088 尾仲祐哉（DB）＊
□089 狩野行寿（DB）＊
□090 進藤拓也（DB）＊
□091 佐野恵太（DB）＊
□092 笠井崇正（DB）
□093 大山悠輔（T）＊★
□094 小野泰己（T）＊
□095 才木浩人（T）＊
□096 濵地真澄（T）＊
□097 糸原健斗（T）＊
□098 福永春吾（T）＊
□099 長坂拳弥（T）＊
□100 藤谷洸介（T）＊
□101 寺島成輝（S）＊★
□102 星　知弥（S）＊
□103 梅野雄吾（S）＊
□104 中尾　輝（S）＊
□105 古賀優大（S）＊
□106 菊沢竜佑（S）＊
□107 大村　孟（S）
□108 柳　裕也（D）＊★
□109 京田陽太（D）＊
□110 石垣雅海（D）＊



□111 笠原祥太郎（D）＊
□112 藤嶋健人（D）＊
□113 丸山泰資（D）＊
□114 木下雄介（D）
〈Early Days〉
□115 小笠原道大（F)
□116 柴原　洋（H）
□117 園川一美（O）
□118 渡辺久信（L）
□119 髙村　祐（Bu）
□120 パンチ佐藤（B）
□121 川口和久（C）
□122 水野雄仁（G）
□123 三浦大輔（W）
□124 関川浩一（T）
□125 飯田哲也（S）
□126 鳥越裕介（D）
[インサートカード]
〈NEXT GENERATION〉
□NG1 淺間大基（F）
□NG2 松本裕樹（H）
□NG3 平沢大河（M）
□NG4 呉　念庭（L）
□NG5 オコエ瑠偉（E）
□NG6 吉田正尚（Bs）
□NG7 野間峻祥（C）
□NG8 中川皓太（G）
□NG9 砂田毅樹（DB）
□NG10 北条史也（T）
□NG11 廣岡大志（S）
□NG12 小笠原慎之介（D）
〈ROOKIE OF THE YEAR〉
□RY1 高梨裕稔（F）
□RY2 髙山　俊（T）
[スペシャルインサートカード]
〈OB直筆サインカード〉
□ 小笠原道大（F) 30枚
□ 柴原　洋（H） 90枚
□ 園川一美（O） 90枚
□ 渡辺久信（L） 60枚
□ 髙村　祐（Bu） 60枚
□ パンチ佐藤（B） 90枚
□ 川口和久（C） 90枚
□ 水野雄仁（G） 90枚
□ 三浦大輔（W） 15枚
□ 関川浩一（T） 60枚
□ 飯田哲也（S） 59枚
□ 鳥越裕介（D） 60枚
〈PROSPECTS直筆サインカード〉
□ 高橋周平（D） 25枚
□ 上沢直之（F） 15枚
□ 森　雄大（E） 30枚
□ 真砂勇介（H） 30枚
□ 笠原大芽（H） 30枚
□ 若松駿太（D） 60枚
□ 山﨑福也（Bs） 60枚
□ 安樂智大（E） 20枚
□ 青山大紀（Bs） 60枚
□ 吉田　凌＆佐藤世那（Bs） 59枚



□ 山崎晃太朗（S） 60枚
□ 本田圭佑（L） 15枚
〈ドラフト1位スペシャルカード交換券〉
※各30枚限定
□ 堀　瑞輝（F）
□ 田中正義（H）
□ 佐々木千隼（M）
□ 今井達也（L）
□ 藤平尚真（E）
□ 山岡泰輔（Bs）
□ 加藤拓也（C）
□ 吉川尚輝（G）
□ 濵口遥大（DB）
□ 大山悠輔（T）
□ 寺島成輝（S）
□ 柳　裕也（D）
〈ルーキーサイン色紙交換券〉
上記レギュラーカードの計114名分、各1枚限定
[プロモーションカード]
〈トイザらス限定版（レギュラーパラレル）〉
□PR01 堀　瑞輝（F）
□PR02 田中正義（H）
□PR03 佐々木千隼（M）
□PR04 今井達也（L）
□PR05 藤平尚真（E）
□PR06 山岡泰輔（Bs）
□PR07 加藤拓也（C）
□PR08 吉川尚輝（G）
□PR09 濵口遥大（DB）
□PR10 大山悠輔（T）
□PR11 寺島成輝（S）
□PR12 柳　裕也（D）


