
BBM大相撲カード2018

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□01 白鵬 翔 横綱
□02 稀勢の里 寛 横綱
□03 鶴竜 力三郎 横綱
□04 豪栄道 豪太郎 大関
□05 髙安 晃 大関
□06 御嶽海 久司 関脇
□07 嘉風 雅継 関脇
□08 照ノ富士 春雄 関脇
□09 琴奨菊 和弘 小結
□10 阿武咲 奎也 小結
□11 玉鷲 一朗 前頭
□12 貴景勝 光信 前頭
□13 千代大龍 秀政 前頭
□14 栃煌山 雄一郎 前頭
□15 松鳳山 裕也 前頭
□16 北勝富士 大輝 前頭
□17 千代の国 憲輝 前頭
□18 逸ノ城 駿 前頭
□19 宝富士 大輔 前頭
□20 荒鷲 毅 前頭
□21 千代翔馬 富士雄 前頭
□22 栃ノ心 剛史 前頭
□23 大翔丸 翔伍 前頭
□24 正代 直也 前頭
□25 貴ノ岩 義司 前頭
□26 千代丸 一樹 前頭
□27 遠藤 聖大 前頭
□28 大栄翔 勇人 前頭
□29 魁聖 一郎 前頭
□30 勢 翔太 前頭
□31 碧山 亘右 前頭
□32 朝乃山 英樹 前頭
□33 隠岐の海 歩 前頭
□34 輝 大士 前頭
□35 豪風 旭 前頭
□36 安美錦 竜児 前頭
□37 琴勇輝 一巖 前頭
□38 大奄美 元規 前頭
□39 錦木 徹也 前頭
□40 妙義龍 泰成 前頭
□41 宇良 和輝 前頭
□42 誉富士 歓之 十両
□43 石浦 将勝 十両
□44 旭秀鵬 滉規 十両
□45 竜電 剛至 十両
□46 德勝龍 誠 十両
□47 豊山 亮太 十両
□48 明生 力 十両
□49 東龍 強 十両
□50 佐田の海 貴士 十両
□51 阿炎 政虎 十両
□52 旭大星 託也 十両
□53 天風 健人 十両
□54 琴恵光 充憲 十両
□55 蒼国来 栄吉 十両



□56 青狼 武士 十両
□57 剣翔 桃太郎 十両
□58 照強 翔輝 十両
□59 千代ノ皇 王代仁 十両
□60 英乃海 拓也 十両
□61 山口 雅弘 十両
□62 千代鳳 祐樹 十両
□63 豊響 隆太 十両
□64 臥牙丸 勝 十両
□65 大成道 喜悌 十両
□66 大砂嵐 金太郎 十両
□67 隆の勝 伸明 十両
□68 貴源治 賢 十両
□69 矢後 太規 十両
〈新十両〉
□70 水戸龍 聖之
□71 天空海 翔馬
〈期待の若手〉
□72 阿武咲 奎也
□73 貴景勝 光信
□74 朝乃山 英樹
□75 宇良 和輝
□76 豊山 亮太
〈オフショット〉
□77 稀勢の里＆髙安
□78 御嶽海＆北勝富士
□79 阿武咲＆貴景勝
□80 豪栄道 豪太郎 
□81 嘉風 雅継 
□82 玉鷲 一朗 
□83 千代の国 憲輝
□84 逸ノ城 駿
□85 正代 直也
□86 千代丸 一樹
□87 遠藤 聖大
□88 勢 翔太
□89 安美錦 竜児
□90 宇良 和輝
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 髙安 晃 57枚
□ 御嶽海 久司 60枚
□ 嘉風 雅継 59枚
□ 阿武咲 奎也 60枚
□ 貴景勝 光信 59枚
□ 北勝富士 大輝 60枚
□ 隠岐の海 歩 60枚
□ 安美錦 竜児 57枚
□ 蒼国来 栄吉 60枚


