
BBM JAPAN RUGBY TOP LEAGUE CARDS 2018-2019

［レギュラーカード］
〈キャプテン〉
□TL01 流　大 サンゴリアス
□TL02 布巻峻介 ワイルドナイツ
□TL03 堀江恭佑 ジュビロ
□TL04 姫野和樹 ヴェルブリッツ
□TL05 前川鐘平 コベルコスティーラーズ
□TL06 アンドリュー・エリス コベルコスティーラーズ
□TL07 リチャード・カフイ ブレイブルーパス
□TL08 濱野大輔 ブラックラムズ
□TL09 森田洋介 グリーンロケッツ
□TL10 亀井亮依 グリーンロケッツ
□TL11 金　正奎 シャイニングアークス
□TL12 嶋田直人 イーグルス
□TL13 庭井祐輔 イーグルス
□TL14 立川理道 スピアーズ
□TL15 スコット・フグリストーラー シャトルズ
□TL16 松本仁志 シャトルズ
□TL17 杉浦敬宏 ブルース
□TL18 ティモシー・ラファエレ レッドスパークス
□TL19 小林亮太 HEAT
□TL20 村田　毅 レッドドルフィンズ
〈レギュラー〉
□TL21 真壁伸弥 サンゴリアス
□TL22 小野晃征 サンゴリアス
□TL23 中村亮土 サンゴリアス
□TL24 マット・ギタウ サンゴリアス
□TL25 松島幸太朗 サンゴリアス
□TL26 稲垣啓太 ワイルドナイツ
□TL27 サム・ワイクス ワイルドナイツ
□TL28 田中史朗 ワイルドナイツ
□TL29 ベリック・バーンズ ワイルドナイツ
□TL30 福岡堅樹 ワイルドナイツ
□TL31 山本幸輝 ジュビロ
□TL32 日野剛志 ジュビロ
□TL33 三村勇飛丸 ジュビロ
□TL34 宮澤正利 ジュビロ
□TL35 五郎丸歩 ジュビロ
□TL36 彦坂圭克 ヴェルブリッツ
□TL37 茂野海人 ヴェルブリッツ
□TL38 岩村昂太 ヴェルブリッツ
□TL39 ライオネル・クロニエ ヴェルブリッツ
□TL40 ダン・カーター コベルコスティーラーズ
□TL41 山中亮平 コベルコスティーラーズ
□TL42 アダム・アシュリークーパー コベルコスティーラーズ
□TL43 浅原拓真 ブレイブルーパス
□TL44 大野　均 ブレイブルーパス
□TL45 リーチマイケル ブレイブルーパス
□TL46 德永祥尭 ブレイブルーパス
□TL47 柳川大樹 ブラックラムズ
□TL48 武者大輔 ブラックラムズ
□TL49 松橋周平 ブラックラムズ
□TL50 ロビー・ロビンソン ブラックラムズ
□TL51 瀧澤　直 グリーンロケッツ
□TL52 後藤輝也 グリーンロケッツ
□TL53 ロス アイザック シャイニングアークス
□TL54 ヴィリー・ブリッツ シャイニングアークス
□TL55 小倉順平 シャイニングアークス
□TL56 エドワード・カーク イーグルス
□TL57 田村　優 イーグルス
□TL58 杉本博昭 スピアーズ
□TL59 稲橋良太 スピアーズ
□TL60 ピーター“ラピース”ラブスカフニ スピアーズ
□TL61 木村貴大 シャトルズ
□TL62 サム・グリーン シャトルズ
□TL63 田代宙士 ブルース
□TL64 アンドレ・エスターハイゼン ブルース
□TL65 カーン・ヘスケス ブルース
□TL66 桑水流裕策 レッドスパークス
□TL67 吉澤太一 レッドスパークス
□TL68 具　智元 HEAT
□TL69 レメキ ロマノ ラヴァ HEAT
□TL70 木津武士 レッドドルフィンズ



□TL71 佐々木隆道 レッドドルフィンズ
〈チェックリスト〉
□TL72 チェックリスト
［インサートカード］
〈TOP GUN〉
□TG01 松島幸太朗 サンゴリアス
□TG02 福岡堅樹 ワイルドナイツ
□TG03 五郎丸歩 ジュビロ
□TG04 姫野和樹 ヴェルブリッツ
□TG05 ダン・カーター コベルコスティーラーズ
□TG06 德永祥尭 ブレイブルーパス
□TG07 武者大輔 ブラックラムズ
□TG08 亀井亮依 グリーンロケッツ
□TG09 ヴィリー・ブリッツ シャイニングアークス
□TG10 田村　優 イーグルス
□TG11 立川理道 スピアーズ
□TG12 サム・グリーン シャトルズ
□TG13 カーン・ヘスケス ブルース
□TG14 ティモシー・ラファエレ レッドスパークス
□TG15 具　智元 HEAT
□TG16 佐々木隆道 レッドドルフィンズ
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 流　大 90枚
□ 布巻峻介 116枚
□ 堀江恭佑 90枚
□ 姫野和樹 59枚
□ 前川鐘平 90枚
□ アンドリュー・エリス 90枚
□ リチャード・カフイ 90枚
□ 濱野大輔 89枚
□ 森田洋介 90枚
□ 亀井亮依 60枚
□ 金　正奎 90枚
□ 嶋田直人 90枚
□ 庭井祐輔（エクスチェンジカード） 60枚
□ 立川理道 90枚
□ スコット・フグリストーラー 116枚
□ 松本仁志 90枚
□ 杉浦敬宏 89枚
□ ティモシー・ラファエレ 89枚
□ 小林亮太 90枚
□ 村田　毅 90枚
□ 真壁伸弥 114枚
□ 小野晃征 120枚
□ 中村亮土 102枚
□ マット・ギタウ 90枚
□ 松島幸太朗 60枚
□ 稲垣啓太 116枚
□ サム・ワイクス 120枚
□ 田中史朗 90枚
□ 福岡堅樹（エクスチェンジカード） 60枚
□ 山本幸輝 95枚
□ 日野剛志 90枚
□ 三村勇飛丸 118枚
□ 宮澤正利 90枚
□ 五郎丸歩 89枚
□ 彦坂圭克 120枚
□ 茂野海人 96枚
□ 岩村昂太 92枚
□ ライオネル・クロニエ 90枚
□ ダン・カーター 59枚
□ 山中亮平 90枚
□ アダム・アシュリークーパー 90枚
□ 浅原拓真 90枚
□ 大野　均 115枚
□ リーチ マイケル 90枚
□ 德永祥尭 89枚
□ 柳川大樹 89枚
□ 武者大輔 60枚
□ 松橋周平 89枚
□ ロビー・ロビンソン 119枚
□ 瀧澤　直 90枚
□ 後藤輝也 89枚
□ ロス アイザック 90枚



□ ヴィリー・ブリッツ 90枚
□ 小倉順平 90枚
□ エドワード・カーク 116枚
□ 田村　優 55枚
□ 杉本博昭 90枚
□ 稲橋良太 120枚
□ ピーター“ラピース”ラブスカフニ 120枚
□ 木村貴大 120枚
□ サム・グリーン 89枚
□ 田代宙士 90枚
□ アンドレ・エスターハイゼン 90枚
□ カーン・ヘスケス 60枚
□ 桑水流裕策 90枚
□ 吉澤太一 90枚
□ 具　智元 60枚
□ レメキ ロマノ ラヴァ 90枚
□ 木津武士 119枚
□ 佐々木隆道 70枚
〈スペシャル直筆サインカード〉
□ 松島幸太朗 30枚
□ 福岡堅樹 30枚
□ 五郎丸歩 30枚
□ 姫野和樹 30枚
□ ダン・カーター 30枚
□ 德永祥尭 30枚
□ 武者大輔 30枚
□ 亀井亮依 30枚
□ ヴィリー・ブリッツ 30枚
□ 田村　優 25枚
□ 立川理道 30枚
□ サム・グリーン 30枚
□ カーン・ヘスケス 30枚
□ ティモシー・ラファエレ 30枚
□ 具　智元 30枚
□ 佐々木隆道 28枚


