
BBMルーキーエディションプレミアム2018

［レギュラーカード]
〈レギュラー〉
※各25枚限定のグリーン箔版
□RP01 吉住　晴斗 （Ｈ）
□RP02 高橋　　礼 （Ｈ）
□RP03 増田　　珠 （Ｈ）
□RP04 齊藤　大将 （Ｌ）
□RP05 西川　愛也 （Ｌ）
□RP06 伊藤　　翔 （Ｌ）
□RP07 近藤　弘樹 （Ｅ）
□RP08 岩見　雅紀 （Ｅ）
□RP09 山﨑　　剛 （Ｅ）
□RP10 田嶋　大樹 （Bs）
□RP11 K－鈴木 （Bs）
□RP12 福田　周平 （Bs）
□RP13 清宮幸太郎 （Ｆ）
□RP14 西村　天裕 （Ｆ）
□RP15 田中　瑛斗 （Ｆ）
□RP16 安田　尚憲 （Ｍ）
□RP17 藤岡　裕大 （Ｍ）
□RP18 山本　大貴 （Ｍ）
□RP19 中村　奨成 （Ｃ）
□RP20 山口　　翔 （Ｃ）
□RP21 ケムナ　誠 （Ｃ）
□RP22 馬場　皐輔 （Ｔ）
□RP23 髙橋　遥人 （Ｔ）
□RP24 熊谷　敬宥 （Ｔ）
□RP25 東　　克樹 （DB）
□RP26 神里　和毅 （DB）
□RP27 阪口　皓亮 （DB）
□RP28 鍬原　拓也 （Ｇ）
□RP29 岸田　行倫 （Ｇ）
□RP30 大城　卓三 （Ｇ）
□RP31 鈴木　博志 （Ｄ）
□RP32 石川　　翔 （Ｄ）
□RP33 髙松　　渡 （Ｄ）
□RP34 村上　宗隆 （Ｓ）
□RP35 大下　佑馬 （Ｓ）
□RP36 蔵本　治孝 （Ｓ）

［プレミアムインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□ 吉住　晴斗 （Ｈ） ホームジャージー 55枚
※パッチ版 30枚
□ 近藤　弘樹 （Ｅ） ホームジャージー 55枚
※パッチ版 30枚
□ 田嶋　大樹 （Bs） ホームジャージー 55枚
※パッチ版 30枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） ビジタージャージー 55枚
※パッチ版 30枚
□ 安田　尚憲 （Ｍ） ホームジャージー 55枚
※パッチ版 30枚
□ 中村　奨成 （Ｃ） ビジタージャージー 55枚
※パッチ版 30枚
□ 馬場　皐輔 （Ｔ） ホームジャージー 55枚
※パッチ版 30枚
□ 東　　克樹 （DB） ホームジャージー 55枚



※パッチ版 30枚
□ 鍬原　拓也 （Ｇ） アンダーシャツ 61枚
※パッチ版 3枚
□ 鈴木　博志 （Ｄ） アンダーシャツ 61枚
□ 村上　宗隆 （Ｓ） ホームジャージー 55枚
※パッチ版 30枚
〈スーパーパッチカード〉
□ 吉住　晴斗 （Ｈ） ホームジャージー 6枚
□ 近藤　弘樹 （Ｅ） ホームジャージー 6枚
□ 田嶋　大樹 （Bs） ホームジャージー 7枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） ビジタージャージー 5枚
□ 安田　尚憲 （Ｍ） ホームジャージー 6枚
□ 中村　奨成 （Ｃ） ビジタージャージー 7枚
□ 馬場　皐輔 （Ｔ） ホームジャージー 7枚
□ 東　　克樹 （DB） ホームジャージー 6枚
□ 村上　宗隆 （Ｓ） ホームジャージー 8枚
〈ブックレットカード〉

吉住　晴斗 （Ｈ） ホームジャージー
齊藤　大将 （Ｌ） ボール
近藤　弘樹 （Ｅ） ホームジャージー
田嶋　大樹 （Bs） ホームジャージー
清宮幸太郎 （Ｆ） ビジタージャージー
安田　尚憲 （Ｍ） ホームジャージー
中村　奨成 （Ｃ） ビジタージャージー
馬場　皐輔 （Ｔ） ホームジャージー
東　　克樹 （DB） ホームジャージー
鍬原　拓也 （Ｇ） アンダーシャツ
鈴木　博志 （Ｄ） アンダーシャツ
村上　宗隆 （Ｓ） ホームジャージー

※エクスチェンジカードを封入
〈直筆サインカード（横版）※シール版〉
□ 吉住　晴斗 （Ｈ） 20枚
□ 高橋　　礼 （Ｈ） 20枚
□ 増田　　珠 （Ｈ） 20枚
□ 椎野　　新 （Ｈ） 20枚
□ 田浦　文丸 （Ｈ） 20枚
□ 齊藤　大将 （Ｌ） 45枚
□ 西川　愛也 （Ｌ） 45枚
□ 伊藤　　翔 （Ｌ） 45枚
□ 平良　海馬 （Ｌ） 45枚
□ 與座　海人 （Ｌ） 45枚
□ 綱島　龍生 （Ｌ） 45枚
□ 近藤　弘樹 （Ｅ） 30枚
□ 岩見　雅紀 （Ｅ） 30枚
□ 山﨑　　剛 （Ｅ） 30枚
□ 渡邊　佑樹 （Ｅ） 30枚
□ 耀飛 （Ｅ） 30枚
□ 西巻　賢二 （Ｅ） 30枚
□ 寺岡　寛治 （Ｅ） 30枚
□ 田嶋　大樹 （Bs） 30枚
□ K－鈴木 （Bs） 45枚
□ 福田　周平 （Bs） 44枚
□ 本田　仁海 （Bs） 45枚
□ 西村　　凌 （Bs） 45枚
□ 西浦　颯大 （Bs） 45枚
□ 廣澤　伸哉 （Bs） 45枚
□ 山足　達也 （Bs） 45枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） 20枚
□ 西村　天裕 （Ｆ） 30枚

□RBL 10枚



□ 田中　瑛斗 （Ｆ） 30枚
□ 難波　侑平 （Ｆ） 30枚
□ 北浦　竜次 （Ｆ） 30枚
□ 鈴木遼太郎 （Ｆ） 30枚
□ 宮台　康平 （Ｆ） 30枚
□ 安田　尚憲 （Ｍ） 20枚
□ 藤岡　裕大 （Ｍ） 30枚
□ 山本　大貴 （Ｍ） 35枚
□ 菅野　剛士 （Ｍ） 35枚
□ 渡邉　啓太 （Ｍ） 35枚
□ 永野　将司 （Ｍ） 35枚
□ 馬場　皐輔 （Ｔ） 45枚
□ 髙橋　遥人 （Ｔ） 33枚
□ 熊谷　敬宥 （Ｔ） 45枚
□ 島田　海吏 （Ｔ） 45枚
□ 谷川　昌希 （Ｔ） 45枚
□ 牧　丈一郎 （Ｔ） 45枚
□ 東　　克樹 （DB） 45枚
□ 神里　和毅 （DB） 45枚
□ 阪口　皓亮 （DB） 45枚
□ 齋藤　俊介 （DB） 37枚
□ 櫻井　周斗 （DB） 45枚
□ 寺田　光輝 （DB） 42枚
□ 宮本　秀明 （DB） 45枚
□ 楠本　泰史 （DB） 45枚
□ 山本　祐大 （DB） 44枚
□ 鈴木　博志 （Ｄ） 45枚
□ 石川　　翔 （Ｄ） 45枚
□ 髙松　　渡 （Ｄ） 43枚
□ 清水　達也 （Ｄ） 42枚
□ 伊藤　康祐 （Ｄ） 44枚
□ 山本　拓実 （Ｄ） 43枚
□ 村上　宗隆 （Ｓ） 30枚
□ 大下　佑馬 （Ｓ） 44枚
□ 蔵本　治孝 （Ｓ） 45枚
□ 塩見　泰隆 （Ｓ） 45枚
□ 金久保優斗 （Ｓ） 45枚
□ 宮本　　丈 （Ｓ） 45枚
□ 松本　直樹 （Ｓ） 45枚
□ 沼田　拓巳 （Ｓ） 45枚
〈直筆サインカード（縦版）※シール版〉
□ 吉住　晴斗 （Ｈ） 10枚
□ 高橋　　礼 （Ｈ） 10枚
□ 増田　　珠 （Ｈ） 10枚
□ 椎野　　新 （Ｈ） 10枚
□ 田浦　文丸 （Ｈ） 8枚
□ 齊藤　大将 （Ｌ） 15枚
□ 西川　愛也 （Ｌ） 15枚
□ 伊藤　　翔 （Ｌ） 15枚
□ 平良　海馬 （Ｌ） 15枚
□ 與座　海人 （Ｌ） 15枚
□ 綱島　龍生 （Ｌ） 15枚
□ 近藤　弘樹 （Ｅ） 10枚
□ 岩見　雅紀 （Ｅ） 10枚
□ 山﨑　　剛 （Ｅ） 10枚
□ 渡邊　佑樹 （Ｅ） 10枚
□ 耀飛 （Ｅ） 10枚
□ 西巻　賢二 （Ｅ） 10枚
□ 寺岡　寛治 （Ｅ） 10枚



□ 田嶋　大樹 （Bs） 8枚
□ K－鈴木 （Bs） 15枚
□ 福田　周平 （Bs） 15枚
□ 本田　仁海 （Bs） 15枚
□ 西村　　凌 （Bs） 15枚
□ 西浦　颯大 （Bs） 15枚
□ 廣澤　伸哉 （Bs） 15枚
□ 山足　達也 （Bs） 15枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） 10枚
□ 西村　天裕 （Ｆ） 10枚
□ 田中　瑛斗 （Ｆ） 10枚
□ 難波　侑平 （Ｆ） 10枚
□ 北浦　竜次 （Ｆ） 10枚
□ 鈴木遼太郎 （Ｆ） 10枚
□ 宮台　康平 （Ｆ） 10枚
□ 安田　尚憲 （Ｍ） 9枚
□ 藤岡　裕大 （Ｍ） 10枚
□ 山本　大貴 （Ｍ） 15枚
□ 菅野　剛士 （Ｍ） 15枚
□ 渡邉　啓太 （Ｍ） 15枚
□ 永野　将司 （Ｍ） 15枚
□ 馬場　皐輔 （Ｔ） 15枚
□ 髙橋　遥人 （Ｔ） 15枚
□ 熊谷　敬宥 （Ｔ） 15枚
□ 島田　海吏 （Ｔ） 15枚
□ 谷川　昌希 （Ｔ） 15枚
□ 牧　丈一郎 （Ｔ） 15枚
□ 東　　克樹 （DB） 15枚
□ 神里　和毅 （DB） 15枚
□ 阪口　皓亮 （DB） 15枚
□ 齋藤　俊介 （DB） 15枚
□ 櫻井　周斗 （DB） 15枚
□ 寺田　光輝 （DB） 15枚
□ 宮本　秀明 （DB） 15枚
□ 楠本　泰史 （DB） 15枚
□ 山本　祐大 （DB） 15枚
□ 鈴木　博志 （Ｄ） 15枚
□ 石川　　翔 （Ｄ） 15枚
□ 髙松　　渡 （Ｄ） 15枚
□ 清水　達也 （Ｄ） 15枚
□ 伊藤　康祐 （Ｄ） 15枚
□ 山本　拓実 （Ｄ） 15枚
□ 村上　宗隆 （Ｓ） 10枚
□ 大下　佑馬 （Ｓ） 15枚
□ 蔵本　治孝 （Ｓ） 15枚
□ 塩見　泰隆 （Ｓ） 15枚
□ 金久保優斗 （Ｓ） 15枚
□ 宮本　　丈 （Ｓ） 15枚
□ 松本　直樹 （Ｓ） 15枚
□ 沼田　拓巳 （Ｓ） 15枚
〈直書き直筆サインカード〉
□ 吉住　晴斗 （Ｈ） 36枚
□ 高橋　　礼 （Ｈ） 50枚
□ 増田　　珠 （Ｈ） 49枚
□ 齊藤　大将 （Ｌ） 50枚
□ 西川　愛也 （Ｌ） 40枚
□ 伊藤　　翔 （Ｌ） 50枚
□ 近藤　弘樹 （Ｅ） 50枚
□ 岩見　雅紀 （Ｅ） 50枚



□ 山﨑　　剛 （Ｅ） 45枚
□ 田嶋　大樹 （Bs） 41枚
□ K－鈴木 （Bs） 50枚
□ 福田　周平 （Bs） 50枚
□ 安田　尚憲 （Ｍ） 28枚
□ 藤岡　裕大 （Ｍ） 50枚
□ 山本　大貴 （Ｍ） 50枚
□ 鈴木　博志 （Ｄ） 47枚
□ 石川　　翔 （Ｄ） 49枚
□ 髙松　　渡 （Ｄ） 50枚
□ 村上　宗隆 （Ｓ） 50枚
□ 大下　佑馬 （Ｓ） 50枚
□ 蔵本　治孝 （Ｓ） 50枚


