
BBMスポーツトレーディングカード　INFINITY2018

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
■プロ野球
□001 野村克也（Ｈ）
□002 村上雅則（Ｈ）
□003 松沼博久（Ｌ）
□004 松沼雅之（Ｌ）
□005 原　辰徳（Ｇ）
□006 笘篠誠治（Ｌ）
□007 小宮山悟（Ｍ）
□008 笘篠賢治（Ｓ）
□009 木田優夫（Ｆ）
□010 藪　恵壹（Ｔ）
□011 田口　壮（ＢＷ）
□012 新庄剛志（Ｆ）
□013 薮田安彦（Ｍ）
□014 野村克則（Ｓ）
□015 井口資仁（Ｍ）
□016 高橋尚成（Ｇ）
□017 マック鈴木（ＢＷ）
□018 川上憲伸（Ｄ）
□019 岡島秀樹（Ｇ）
□020 建山義紀（Ｆ）
□021 城島健司（Ｈ）
□022 岩村明憲（Ｓ）
□023 上原浩治（Ｇ）
□024 松井稼頭央（Ｌ）
□025 福留孝介（Ｔ）
□026 五十嵐亮太（Ｈ）
□027 藤川球児（Ｔ）
□028 松坂大輔（Ｄ）
□029 和田　毅（Ｈ）
□030 田中賢介（Ｆ）
□031 青木宣親（Ｓ）
□032 西岡　剛（Ｔ）
□033 村田　透（Ｆ）
□034 川端慎吾（Ｓ）
□035 菅野智之（Ｇ）
■女子プロ野球
□036 川端友紀
■陸上競技
□037 宗茂
□038 宗猛
□039 室伏重信
□040 室伏広治
□041 室伏由佳
■大相撲
□042 栃ノ海晃嘉
□043 北の富士勝昭
□044 輪島大士
□045 若乃花勝
□046 白鵬翔
□047 鶴竜力三郎
□048 稀勢の里寛
□049 栃東大裕
□050 栃東知頼
□051 逆鉾伸重



□052 寺尾常史
■ゴルフ
□053 中嶋常幸
■プロレス
□054 佐々木健介
□055 北斗晶
□056 YAMATO
■総合格闘技
□057 須藤元気
□058 菊野克紀
■キックボクシング
□059 魔裟斗
□060 武尊
■ボクシング
□061 山中慎介
■サッカー
□062 松木安太郎
□063 三浦泰年
□064 カズ
□065 高木琢也
□066 森保一
□067 澤穂希
■モーグル
□068 原大智
■フィギュアスケート
□069 織田信成
□070 安藤美姫
■アイスホッケー
□071 福藤豊
■カーリング
□072 両角 友佑
□073 両角 公佑
□074 吉田知那美
□075 吉田夕梨花
■テニス
□076 穂積絵莉
□077 二宮真琴
■ラグビー
□078 坂田好弘
□079 本城和彦
□080 大八木淳史
■ソフトボール
□081 藤田倭
■バドミントン
□082 奥原希望
■アイスホッケー
□083 河口正史
■バレーボール
□084 川合俊一
■競馬
□085 佐々木竹見
□086 的場文男
□087 福永祐一
■モータースポーツ
□088 星野 一義
□089 中嶋悟
□090 鈴木亜久里
□091 中嶋一貴
■コンボカード



□092 野村克也＆野村克則
□093 松沼博久＆松沼雅之
□094 原辰徳＆菅野智之
□095 笘篠誠治＆笘篠賢治
□096 川端慎吾＆川端友紀
□097 宗茂＆宗猛
□098 室伏重信＆広治＆由佳
□099 栃東知頼＆栃東大裕
□100 佐々木健介＆北斗晶
□101 三浦泰年＆カズ
□102 両角友佑＆両角公佑
□103 吉田知那美＆吉田夕梨花
□104 佐々木竹見＆的場文男
□105 中嶋悟＆鈴木亜久里
□106 中嶋悟＆中嶋一貴
〈チェックリスト〉
□107 チェックリスト
［インサートカード］
〈メタルカード　GOLD CROWN〉
□GC1 野村克也
□GC2 原辰徳
□GC3 松坂大輔
□GC4 白鵬翔
□GC5 中嶋常幸
□GC6 山中慎介
□GC7 澤穂希
□GC8 的場文男
□GC9 星野 一義
※各25枚限定
※エクスチェンジカードを封入
〈TOP-FLIGHT〉
□TF1 村上雅則
□TF2 新庄剛志
□TF3 松井稼頭央
□TF4 室伏重信
□TF5 輪島大士
□TF6 森保一
□TF7 原大智
□TF8 安藤美姫
□TF9 中嶋悟
※各50枚限定
〈sparkly sky〉
※各200枚限定の金箔サイン版（ＳＳ01～08、11～16、18）
※各150枚限定のスカイブルー箔サイン版（ＳＳ01～08、11～16、18）
※各100枚限定のオレンジ箔サイン版（ＳＳ01～08、11～16、18）
□SS01 原　辰徳
□SS02 井口資仁
□SS03 城島健司
□SS04 松坂大輔
□SS05 青木宣親
□SS06 菅野智之
□SS07 白鵬翔
□SS08 中嶋常幸
□SS09 佐々木健介
□SS10 北斗晶
□SS11 魔裟斗
□SS12 カズ
□SS13 原大智
□SS14 織田信成



□SS15 本城和彦
□SS16 川合俊一
□SS17 福永祐一
□SS18 鈴木亜久里
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 野村克也（Ｈ） 縦版 26枚
□ 村上雅則（Ｈ） 横版 90枚
□ 松沼博久（Ｌ） 横版 85枚
□ 松沼雅之（Ｌ） 横版 85枚
□ 原　辰徳（Ｇ） 縦版 30枚
□ 笘篠誠治（Ｌ） 横版 85枚
□ 小宮山悟（Ｍ） 縦版 30枚
□ 笘篠賢治（Ｓ） 横版 85枚
□ 木田優夫（Ｆ） 横版 60枚
□ 藪　恵壹（Ｔ） 横版 90枚
□ 薮田安彦（Ｍ） 横版 58枚
□ 野村克則（Ｓ） 縦版 55枚
□ 井口資仁（Ｍ） 縦版 30枚
□ 高橋尚成（Ｇ） 横版 90枚
□ マック鈴木（ＢＷ） 横版 90枚
□ 川上憲伸（Ｄ） 横版 60枚
□ 岡島秀樹（Ｇ） 横版 60枚
□ 建山義紀（Ｆ） 横版 90枚
□ 岩村明憲（Ｓ） 横版 60枚
□ 松井稼頭央（Ｌ） 縦版 10枚
□ 福留孝介（Ｔ） 縦版 20枚
□ 五十嵐亮太（Ｈ） 縦版 15枚
□ 藤川球児（Ｔ） 縦版 20枚
□ 松坂大輔（Ｄ） 縦版 5枚
□ 田中賢介（Ｆ） 縦版 10枚
□ 青木宣親（Ｓ） 縦版 30枚
□ 西岡　剛（Ｔ） 縦版 19枚
□ 村田　透（Ｆ） 縦版 10枚
□ 川端慎吾（Ｓ） 縦版 25枚
□ 川端友紀 横版 85枚
□ 宗茂 横版 85枚

縦版 30枚
□ 宗猛 横版 85枚

縦版 30枚
□ 室伏重信 横版 85枚
□ 室伏広治 横版 80枚
□ 室伏由佳 横版 85枚
□ 栃ノ海晃嘉 横版 89枚
□ 若乃花勝 横版 90枚
□ 白鵬翔 縦版 14枚
□ 鶴竜力三郎 縦版 20枚
□ 稀勢の里寛 縦版 26枚
□ 栃東大裕(子) 横版 85枚
□ 栃東知頼(父) 横版 85枚
□ 逆鉾伸重(兄) 横版 90枚
□ 中嶋常幸 横版 90枚

縦版 30枚
□ YAMATO 横版 72枚

縦版 30枚
□ 須藤元気 横版 88枚

縦版 30枚
□ 菊野克紀 横版 79枚

縦版 30枚



□ 魔裟斗 横版 96枚
□ 武尊 横版 90枚

縦版 30枚
□ 山中慎介 横版 90枚
□ 松木安太郎 横版 94枚
□ 三浦泰年 横版 85枚

縦版 30枚
□ カズ 横版 84枚

縦版 30枚
□ 高木琢也 横版 90枚

縦版 30枚
□ 森保一 横版 90枚
□ 澤穂希 横版 90枚
□ 原大智 横版 95枚
□ 安藤美姫 横版 95枚
□ 福藤豊 横版 90枚

縦版 30枚
□ 両角 友佑 横版 91枚
□ 両角 公佑 横版 70枚

縦版 30枚
□ 吉田知那美 横版 85枚

縦版 30枚
□ 吉田夕梨花 横版 85枚
□ 穂積絵莉 横版 74枚

縦版 30枚
□ 二宮真琴 横版 90枚

縦版 30枚
□ 坂田好弘 横版 90枚
□ 本城和彦 横版 90枚

縦版 30枚
□ 大八木淳史 横版 90枚
□ 藤田倭 横版 90枚

縦版 30枚
□ 奥原希望 横版 60枚
□ 河口正史 横版 89枚
□ 川合俊一 横版 90枚
□ 佐々木竹見 横版 85枚
□ 的場文男 横版 85枚
□ 星野 一義 横版 87枚

縦版 30枚
□ 中嶋悟 横版 80枚
□ 鈴木亜久里 横版 85枚
□ 中嶋一貴 横版 85枚
〈スペシャルコンボ直筆サインカード〉
□ 野村克也＆野村克則 5枚
□ 松沼博久＆松沼雅之 5枚
□ 笘篠誠治＆笘篠賢治 5枚
□ 川端慎吾＆川端友紀 5枚
□ 宗茂＆宗猛 5枚
□ 室伏重信＆室伏広治 5枚
□ 室伏重信＆室伏由佳 5枚
□ 室伏広治＆室伏由佳 5枚
□ 栃東知頼＆栃東大裕 5枚
□ 三浦泰年＆カズ 5枚
□ 両角友佑＆両角公佑 5枚
□ 吉田知那美＆吉田夕梨花 5枚
□ 佐々木竹見＆的場文男 5枚
□ 中嶋悟＆鈴木亜久里 5枚
□ 中嶋悟＆中嶋一貴 5枚


