
BBM女子アスリートカード Shining VENUS 2018

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
※各100枚限定金箔サイン版（＊印）
※各30枚限定ホロ箔サイン版（＊印）
□01 三浦　伊織＊ ［野球］
□02 三浦　伊織 ［野球］
□03 三浦　伊織 ［野球］
□04 古谷　恵菜＊ ［野球］
□05 古谷　恵菜 ［野球］
□06 古谷　恵菜 ［野球］
□07 アン・シネ＊ ［ゴルフ］
□08 アン・シネ ［ゴルフ］
□09 アン・シネ ［ゴルフ］
□10 志田　千陽＊ ［バドミントン］
□11 志田　千陽 ［バドミントン］
□12 志田　千陽 ［バドミントン］
□13 加藤　未唯＊ ［テニス］
□14 加藤　未唯 ［テニス］
□15 加藤　未唯 ［テニス］
□16 野尾明日佳＊ ［ラクロス］
□17 野尾明日佳 ［ラクロス］
□18 野尾明日佳 ［ラクロス］
□19 宮崎　早織＊ ［バスケットボール］
□20 宮崎　早織 ［バスケットボール］
□21 宮崎　早織 ［バスケットボール］
□22 中川　千夏＊ ［バスケットボール］
□23 中川　千夏 ［バスケットボール］
□24 中川　千夏 ［バスケットボール］
□25 二見　　梓＊ ［ビーチバレー］
□26 二見　　梓 ［ビーチバレー］
□27 二見　　梓 ［ビーチバレー］
□28 福島　千里＊ ［陸上短距離］
□29 福島　千里 ［陸上短距離］
□30 福島　千里 ［陸上短距離］
□31 市川　華菜＊ ［陸上短距離］
□32 市川　華菜 ［陸上短距離］
□33 市川　華菜 ［陸上短距離］
□34 今井　　月＊ ［競泳］
□35 今井　　月 ［競泳］
□36 今井　　月 ［競泳］
□37 藤巻　紗月＊ ［フィンスイミング］
□38 藤巻　紗月 ［フィンスイミング］
□39 藤巻　紗月 ［フィンスイミング］
□40 堀口　　文＊ ［ラート］
□41 堀口　　文 ［ラート］
□42 堀口　　文 ［ラート］
□43 八木かなえ＊ ［ウエイトリフティング］
□44 八木かなえ ［ウエイトリフティング］
□45 八木かなえ ［ウエイトリフティング］
□46 久良知美帆＊ ［フェンシング］
□47 久良知美帆 ［フェンシング］
□48 久良知美帆 ［フェンシング］
□49 野中　生萌＊ ［スポーツクライミング］
□50 野中　生萌 ［スポーツクライミング］
□51 野中　生萌 ［スポーツクライミング］
□52 野口　啓代＊ ［スポーツクライミング］
□53 野口　啓代 ［スポーツクライミング］



□54 野口　啓代 ［スポーツクライミング］
□55 中塚　直子＊ ［セパタクロー］
□56 中塚　直子 ［セパタクロー］
□57 中塚　直子 ［セパタクロー］
□58 田村　友絵＊ ［アルティメット］
□59 田村　友絵 ［アルティメット］
□60 田村　友絵 ［アルティメット］
□61 伊藤　紗弥＊ ［ムエタイ］
□62 伊藤　紗弥 ［ムエタイ］
□63 伊藤　紗弥 ［ムエタイ］
□64 安井　友梨＊ ［フィットネスビキニ］
□65 安井　友梨 ［フィットネスビキニ］
□66 安井　友梨 ［フィットネスビキニ］
□67 森田真結子＊ ［ダーツ］
□68 森田真結子 ［ダーツ］
□69 森田真結子 ［ダーツ］
□70 佐藤　彩香＊ ［一輪車］
□71 佐藤　彩香 ［一輪車］
□72 佐藤　彩香 ［一輪車］
□73 朝比奈綾香＊ ［ＢＭＸ］
□74 朝比奈綾香 ［ＢＭＸ］
□75 朝比奈綾香 ［ＢＭＸ］
□76 岡﨑　静夏＊ ［モーターサイクルロードレース］
□77 岡﨑　静夏 ［モーターサイクルロードレース］
□78 岡﨑　静夏 ［モーターサイクルロードレース］
□79 山本　宝姫＊ ［ボートレース］
□80 山本　宝姫 ［ボートレース］
□81 山本　宝姫 ［ボートレース］
□82 木之前　葵＊ ［競馬］
□83 木之前　葵 ［競馬］
□84 木之前　葵 ［競馬］
〈Legend VENUS〉
□85 平野早矢香＊ ［卓球］
□86 畠山　愛理＊ ［新体操］
□87 市川　美余＊ ［カーリング］
□88 安藤　美姫＊ ［フィギュアスケート］

［インサートカード］
〈VENUS HEART〉
※各100枚限定ホロ紙版
□VH1 三浦　伊織 ［野球］
□VH2 古谷　恵菜 ［野球］
□VH3 中川　千夏 ［バスケットボール］
□VH4 二見　　梓 ［ビーチバレー］
□VH5 市川　華菜 ［陸上短距離］
□VH6 今井　　月 ［競泳］
□VH7 八木かなえ ［ウエイトリフティング］
□VH8 佐藤　彩香 ［一輪車］
□VH9 木之前　葵 ［競馬］

［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード（競技ウエア版）〉
□ 三浦　伊織 ［野球］ 79枚
□ 古谷　恵菜 ［野球］ 90枚
□ 志田　千陽 ［バドミントン］ 119枚
□ 加藤　未唯 ［テニス］ 96枚
□ 野尾明日佳 ［ラクロス］ 120枚
□ 宮崎　早織 ［バスケットボール］ 97枚
□ 中川　千夏 ［バスケットボール］ 80枚



□ 二見　　梓 ［ビーチバレー］ 100枚
□ 福島　千里 ［陸上短距離］ 150枚
□ 市川　華菜 ［陸上短距離］ 118枚
□ 今井　　月 ［競泳］ 114枚
□ 藤巻　紗月 ［フィンスイミング］ 150枚
□ 堀口　　文 ［ラート］ 120枚
□ 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 120枚
□ 久良知美帆 ［フェンシング］ 119枚
□ 野中　生萌 ［スポーツクライミング］ 120枚
□ 野口　啓代 ［スポーツクライミング］ 120枚
□ 中塚　直子 ［セパタクロー］ 110枚
□ 田村　友絵 ［アルティメット］ 120枚
□ 伊藤　紗弥 ［ムエタイ］ 118枚
□ 安井　友梨 ［フィットネスビキニ］ 120枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 98枚
□ 佐藤　彩香 ［一輪車］ 100枚
□ 朝比奈綾香 ［ＢＭＸ］ 150枚
□ 岡﨑　静夏 ［モーターサイクルロードレース］119枚
□ 山本　宝姫 ［ボートレース］ 120枚
□ 木之前　葵 ［競馬］ 99枚
〈直筆サインカード（私服版）〉
□ 三浦　伊織 ［野球］ 40枚
□ 古谷　恵菜 ［野球］ 30枚
□ 志田　千陽 ［バドミントン］ 60枚
□ 加藤　未唯 ［テニス］ 50枚
□ 野尾明日佳 ［ラクロス］ 60枚
□ 宮崎　早織 ［バスケットボール］ 50枚
□ 中川　千夏 ［バスケットボール］ 40枚
□ 二見　　梓 ［ビーチバレー］ 50枚
□ 福島　千里 ［陸上短距離］ 60枚
□ 市川　華菜 ［陸上短距離］ 89枚
□ 今井　　月 ［競泳］ 60枚
□ 藤巻　紗月 ［フィンスイミング］ 60枚
□ 堀口　　文 ［ラート］ 60枚
□ 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 60枚
□ 久良知美帆 ［フェンシング］ 60枚
□ 野中　生萌 ［スポーツクライミング］ 60枚
□ 野口　啓代 ［スポーツクライミング］ 60枚
□ 中塚　直子 ［セパタクロー］ 60枚
□ 田村　友絵 ［アルティメット］ 60枚
□ 伊藤　紗弥 ［ムエタイ］ 60枚
□ 安井　友梨 ［フィットネスビキニ］ 60枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 50枚
□ 佐藤　彩香 ［一輪車］ 50枚
□ 朝比奈綾香 ［ＢＭＸ］ 60枚
□ 岡﨑　静夏 ［モーターサイクルロードレース］60枚
□ 山本　宝姫 ［ボートレース］ 60枚
□ 木之前　葵 ［競馬］ 50枚
〈直筆サインカード（レジェンド版）〉
□ 平野早矢香 ［卓球］ 210枚
□ 畠山　愛理 ［新体操］ 210枚
□ 市川　美余 ［カーリング］ 210枚
□ 安藤　美姫 ［フィギュアスケート］ 209枚
〈ルーキー限定直筆サインカード〉
□ 三浦　伊織 ［野球］ 30枚
□ 古谷　恵菜 ［野球］ 30枚
□ 志田　千陽 ［バドミントン］ 30枚
□ 加藤　未唯 ［テニス］ 30枚
□ 野尾明日佳 ［ラクロス］ 30枚



□ 宮崎　早織 ［バスケットボール］ 30枚
□ 中川　千夏 ［バスケットボール］ 30枚
□ 二見　　梓 ［ビーチバレー］ 30枚
□ 堀口　　文 ［ラート］ 30枚
□ 久良知美帆 ［フェンシング］ 30枚
□ 中塚　直子 ［セパタクロー］ 30枚
□ 田村　友絵 ［アルティメット］ 30枚
□ 伊藤　紗弥 ［ムエタイ］ 30枚
□ 安井　友梨 ［フィットネスビキニ］ 30枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 30枚
□ 岡﨑　静夏 ［モーターサイクルロードレース］30枚
□ 山本　宝姫 ［ボートレース］ 30枚
□ 木之前　葵 ［競馬］ 30枚
〈コンボ直筆サインカード〉

三浦　伊織 ［野球］
古谷　恵菜 ［野球］
宮崎　早織 ［バスケットボール］
中川　千夏 ［バスケットボール］
野中　生萌 ［スポーツクライミング］
野口　啓代 ［スポーツクライミング］
森田真結子 ［ダーツ］
佐藤　彩香 ［一輪車］

〈ニューイヤー直筆サインカード〉
□ 加藤　未唯 ［テニス］ 30枚
〈バレンタインメッセージカード〉
□V01 宮崎　早織 ［バスケットボール］ 30枚
□V02 二見　　梓 ［ビーチバレー］ 30枚
□V03 今井　　月 ［競泳］ 29枚
□V04 藤巻　紗月 ［フィンスイミング］ 30枚
□V05 堀口　　文 ［ラート］ 30枚
□V06 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 30枚
□V07 森田真結子 ［ダーツ］ 30枚
□V08 佐藤　彩香 ［一輪車］ 30枚
□V09 岡﨑　静夏 ［モーターサイクルロードレース］30枚
〈スペシャル直筆サインカード〉
□ 三浦　伊織 ［野球］ 30枚
□ 古谷　恵菜 ［野球］ 30枚
□ 中川　千夏 ［バスケットボール］ 30枚
□ 二見　　梓 ［ビーチバレー］ 30枚
□ 市川　華菜 ［陸上短距離］ 30枚
□ 今井　　月 ［競泳］ 30枚
□ 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 30枚
□ 佐藤　彩香 ［一輪車］ 30枚
□ 木之前　葵 ［競馬］ 30枚
〈チェキ〉
□ 三浦　伊織 ［野球］ 12枚
□ 古谷　恵菜 ［野球］ 16枚
□ 加藤　未唯 ［テニス］ 18枚
□ 野尾明日佳 ［ラクロス］ 20枚
□ 宮崎　早織 ［バスケットボール］ 20枚
□ 中川　千夏 ［バスケットボール］ 20枚
□ 二見　　梓 ［ビーチバレー］ 21枚
□ 市川　華菜 ［陸上短距離］ 20枚
□ 今井　　月 ［競泳］ 20枚
□ 藤巻　紗月 ［フィンスイミング］ 21枚
□ 堀口　　文 ［ラート］ 21枚
□ 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 10枚
□ 久良知美帆 ［フェンシング］ 20枚
□ 野口　啓代 ［スポーツクライミング］ 13枚

30枚

30枚

30枚

30枚

□

□

□

□



□ 野中　生萌 ［スポーツクライミング］ 18枚
□ 中塚　直子 ［セパタクロー］ 25枚
□ 田村　友絵 ［アルティメット］ 19枚
□ 伊藤　紗弥 ［ムエタイ］ 21枚
□ 安井　友梨 ［フィットネスビキニ］ 20枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 23枚
□ 佐藤　彩香 ［一輪車］ 21枚
□ 朝比奈綾香 ［ＢＭＸ］ 20枚
□ 岡﨑　静夏 ［モーターサイクルロードレース］20枚
□ 山本　宝姫 ［ボートレース］ 10枚
□ 木之前　葵 ［競馬］ 21枚
□ 平野早矢香 ［卓球］ 20枚
□ 安藤　美姫 ［フィギュアスケート］ 20枚
〈コンボチェキ〉

三浦　伊織 ［野球］
古谷　恵菜 ［野球］

〈直筆サイン色紙交換券〉
□ アン・シネ ［ゴルフ］ 1枚

□ 10枚


