
BBM東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2018

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□E01 チェックリスト
□E02 松井裕樹
□E03 岸　孝之
□E04 近藤弘樹
□E05 則本昂大
□E06 美馬　学
□E07 森　雄大
□E08 塩見貴洋
□E09 藤平尚真
□E10 安樂智大
□E11 釜田佳直
□E12 戸村健次
□E13 小野　郁
□E14 池田隆英
□E15 西宮悠介
□E16 青山浩二
□E17 F.ハーマン
□E18 宋　家豪
□E19 菅原　秀
□E20 濱矢廣大
□E21 渡邊佑樹
□E22 森原康平
□E23 高梨雄平
□E24 寺岡寬治
□E25 辛島　航
□E26 菊池保則
□E27 古川侑利
□E28 鶴田圭祐
□E29 西口直人
□E30 小山雄輝
□E31 福山博之
□E32 野元浩輝
□E33 久保裕也
□E34 J.コラレス
□E35 今野龍太
□E36 山下斐紹
□E37 嶋　基宏
□E38 下妻貴寛
□E39 足立祐一
□E40 伊志嶺忠
□E41 堀内謙伍
□E42 細川　亨
□E43 石原　彪
□E44 吉持亮汰
□E45 茂木栄五郎
□E46 藤田一也
□E47 今江年晶
□E48 三好　匠
□E49 渡辺直人
□E50 銀次
□E51 山﨑　剛
□E52 内田靖人
□E53 Z.ウィーラー
□E54 J.アマダー
□E55 村林一輝



□E56 西巻賢二
□E57 島井寛仁
□E58 岡島豪郎
□E59 オコエ瑠偉
□E60 岩見雅紀
□E61 聖澤　諒
□E62 田中和基
□E63 枡田慎太郎
□E64 島内宏明
□E65 耀飛
□E66 フェルナンド
□E67 C.ペゲーロ
□E68 O.ディクソン
□E69 八百板卓丸
□E70 クラッチ／クラッチーナ／スイッチ
〈RECORDBREAKERS〉
□E71 松井裕樹
□E72 福山博之
□E73 銀次
〈Fans' Favorite〉
□E74 嶋　基宏
□E75 今江年晶
□E76 オコエ瑠偉
〈主力選手〉
□E77 岸　孝之
□E78 則本昂大
□E79 茂木栄五郎
□E80 Z.ウィーラー
□E81 岡島豪郎
［インサートカード］
〈期待の若手〉
※各90枚限定の金紙版
※各50枚限定の金紙＋ホロPP版
□FH1 藤平尚真
□FH2 池田隆英
□FH3 内田靖人
□FH4 オコエ瑠偉
〈先発投手陣〉
※各90枚限定の金紙版
※各50枚限定の金紙＋ホロPP版
□RD1 岸　孝之
□RD2 則本昂大
□RD3 辛島　航
〈救援投手陣〉
※各90枚限定の金紙版
※各50枚限定の金紙＋ホロPP版
□RC1 松井裕樹
□RC2 F.ハーマン
□RC3 福山博之
〈安打製造機〉
※各90枚限定の金紙版
※各50枚限定の金紙＋ホロPP版
□MH1 茂木栄五郎
□MH2 銀次
□MH3 岡島豪郎
□MH4 島内宏明
〈重量打線〉
※各90枚限定の金紙版
※各50枚限定の金紙＋ホロPP版



□CR1 Z.ウィーラー
□CR2 J.アマダー
□CR3 岩見雅紀
□CR4 C.ペゲーロ
〈PHANTOM〉
□PE1 松井裕樹
□PE2 岸　孝之
□PE3 則本昂大
□PE4 藤平尚真
□PE5 茂木栄五郎
□PE6 銀次
□PE7 Z.ウィーラー
□PE8 オコエ瑠偉
□PE9 C.ペゲーロ
※各25枚限定
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 松井裕樹 20枚
□ 岸　孝之 30枚
□ 近藤弘樹 30枚
□ 則本昂大 20枚
□ 美馬　学 30枚
□ 森　雄大 40枚
□ 塩見貴洋 60枚
□ 藤平尚真 27枚
□ 安樂智大 40枚
□ 釜田佳直 40枚
□ 戸村健次 60枚
□ 小野　郁 40枚
□ 池田隆英 40枚
□ 西宮悠介 60枚
□ 青山浩二 40枚
□ F.ハーマン 40枚
□ 宋　家豪 40枚
□ 菅原　秀 39枚
□ 濱矢廣大 40枚
□ 渡邊佑樹 38枚
□ 森原康平 60枚
□ 高梨雄平 39枚
□ 寺岡寬治 40枚
□ 辛島　航 40枚
□ 菊池保則 60枚
□ 古川侑利 40枚
□ 鶴田圭祐 60枚
□ 西口直人 59枚
□ 小山雄輝 60枚
□ 福山博之 40枚
□ 野元浩輝 60枚
□ J.コラレス 60枚
□ 今野龍太 40枚
□ 山下斐紹 60枚
□ 嶋　基宏 30枚
□ 下妻貴寛 60枚
□ 足立祐一 60枚
□ 伊志嶺忠 60枚
□ 堀内謙伍 40枚
□ 細川　亨 60枚
□ 石原　彪 60枚
□ 吉持亮汰 60枚



□ 茂木栄五郎 27枚
□ 藤田一也 40枚
□ 今江年晶 30枚
□ 三好　匠 60枚
□ 渡辺直人 40枚
□ 銀次 30枚
□ 山﨑　剛 40枚
□ 内田靖人 40枚
□ Z.ウィーラー 27枚
□ J.アマダー 40枚
□ 村林一輝 40枚
□ 西巻賢二 40枚
□ 島井寛仁 60枚
□ 岡島豪郎 30枚
□ オコエ瑠偉 17枚
□ 岩見雅紀 40枚
□ 聖澤　諒 40枚
□ 田中和基 40枚
□ 枡田慎太郎 60枚
□ 島内宏明 40枚
□ 耀飛 40枚
□ フェルナンド 60枚
□ C.ペゲーロ 40枚
□ O.ディクソン 60枚
□ 八百板卓丸 40枚
□ クラッチ 60枚
□ クラッチーナ 60枚
□ スイッチ 60枚
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 藤平尚真&オコエ瑠偉 3枚
□ 茂木栄五郎&Z.ウィーラー 3枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 美馬　学 10枚
□ 嶋　基宏 10枚
□ 今江年晶 10枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 近藤弘樹 10枚
□ 岩見雅紀 10枚
□ 山﨑　剛 10枚
□ 渡邊佑樹 10枚
□ 耀飛 10枚
□ 西巻賢二 10枚
□ 寺岡寛治 10枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 選手名
□ 松井裕樹 9枚
□ 岸　孝之 9枚
□ 則本昂大 9枚
□ 藤平尚真 9枚
□ 茂木栄五郎 9枚
□ 銀次 9枚
□ Z.ウィーラー 9枚
□ 岡島豪郎 9枚
□ オコエ瑠偉 9枚
〈1of1直筆サインカード〉
□ 松井裕樹 1枚
□ 岸　孝之 1枚
□ 則本昂大 1枚
□ 藤平尚真 1枚



□ 茂木栄五郎 1枚
□ 銀次 1枚
□ Z.ウィーラー 1枚
□ 岡島豪郎 1枚
□ オコエ瑠偉 1枚


