
BBM横浜DeNAベイスターズベースボールカード2019

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉

□DB01 A.ラミレス
□DB02 東　克樹
□DB03 阪口皓亮
□DB04 石田健大
□DB05 井納翔一
□DB06 大貫晋一
□DB07 三嶋一輝
□DB08 山﨑康晃
□DB09 今永昇太
□DB10 熊原健人
□DB11 齋藤俊介
□DB12 濵口遥大
□DB13 上茶谷大河
□DB14 勝又温史
□DB15 飯塚悟史
□DB16 平田真吾
□DB17 三上朋也
□DB18 櫻井周斗
□DB19 Ｅ.バリオス
□DB20 進藤拓也
□DB21 綾部　翔
□DB22 田中健二朗
□DB23 砂田毅樹
□DB24 京山将弥
□DB25 赤間　謙
□DB26 S.パットン
□DB27 寺田光輝
□DB28 武藤祐太
□DB29 平良拳太郎
□DB30 Ｅ.エスコバー
□DB31 国吉佑樹
□DB32 古村　徹
□DB33 藤岡好明
□DB34 中後悠平
□DB35 田村　丈
□DB36 笠井崇正
□DB37 戸柱恭孝
□DB38 伊藤　光 
□DB39 益子京右
□DB40 嶺井博希
□DB41 山本祐大
□DB42 西森将司
□DB43 中井大介
□DB44 J.ロペス
□DB45 伊藤裕季也
□DB46 倉本寿彦
□DB47 石川雄洋
□DB48 大和
□DB49 大河
□DB50 柴田竜拓
□DB51 狩野行寿
□DB52 山下幸輝
□DB53 飛雄馬
□DB54 佐野恵太
□DB55 宮﨑敏郎
□DB56 知野直人
□DB57 中川大志
□DB58 百瀬大騎
□DB59 Ｎ.ソト
□DB60 宮本秀明
□DB61 桑原将志
□DB62 梶谷隆幸
□DB63 神里和毅
□DB64 筒香嘉智
□DB65 乙坂　智
□DB66 楠本泰史
□DB67 細川成也
□DB68 青柳昴樹
□DB69 関根大気
□DB70 DB.スターマン、DB.キララ
〈Limelight〉
□DB71 東　克樹
□DB72 山﨑康晃
□DB73 J.ロペス
□DB74 宮﨑敏郎
□DB75 Ｎ.ソト
〈Lockdown〉



□DB76 山﨑康晃
□DB77 砂田毅樹
□DB78 S.パットン
〈Hop Step Jump〉
□DB79 京山将弥
□DB80 佐野恵太
□DB81 細川成也
［インサートカード］
〈Catch The One〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□CO1 東　克樹
□CO2 山﨑康晃
□CO3 今永昇太
□CO4 J.ロペス
□CO5 宮﨑敏郎
□CO6 Ｎ.ソト
□CO7 桑原将志
□CO8 梶谷隆幸
□CO9 筒香嘉智
〈Yokohama Pedigree〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□YP1 倉本寿彦
□YP2 石川雄洋
□YP3 筒香嘉智
□YP4 乙坂　智
〈Sail Away〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□SA1 上茶谷大河
□SA2 飯塚悟史
□SA3 京山将弥
□SA4 神里和毅
□SA5 細川成也
〈Phantom〉
□PDB01 東　克樹
□PDB02 山﨑康晃
□PDB03 今永昇太
□PDB04 上茶谷大河
□PDB05 砂田毅樹
□PDB06 京山将弥
□PDB07 平良拳太郎
□PDB08 伊藤　光 
□PDB09 J.ロペ ス
□PDB10 大和
□PDB11 柴田竜拓
□PDB12 宮﨑敏郎
□PDB13 Ｎ.ソト
□PDB14 桑原将志
□PDB15 梶谷隆幸
□PDB16 神里和毅
□PDB17 筒香嘉智
□PDB18 乙坂　智
※各25枚限定
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ A.ラミレス 30枚
□ 東　克樹 30枚
□ 阪口皓亮 70枚
□ 石田健大 35枚
□ 井納翔一 45枚
□ 大貫晋一 30枚
□ 三嶋一輝 75枚
□ 山﨑康晃 30枚
□ 今永昇太 30枚
□ 熊原健人 75枚
□ 齋藤俊介 75枚
□ 濵口遥大 30枚
□ 上茶谷大河 30枚
□ 勝又温史 30枚
□ 飯塚悟史 40枚
□ 平田真吾 75枚
□ 三上朋也 75枚
□ 櫻井周斗 75枚
□ Ｅ.バリオス 75枚
□ 進藤拓也 75枚
□ 綾部　翔 75枚



□ 田中健二朗 75枚
□ 砂田毅樹 45枚
□ 京山将弥 30枚
□ 赤間　謙 74枚
□ S.パットン 75枚
□ 寺田光輝 75枚
□ 武藤祐太 75枚
□ 平良拳太郎 75枚
□ Ｅ.エスコバー 75枚
□ 国吉佑樹 75枚
□ 古村　徹 75枚
□ 藤岡好明 75枚
□ 中後悠平 75枚
□ 田村　丈 75枚
□ 笠井崇正 75枚
□ 戸柱恭孝 75枚
□ 伊藤　光 45枚
□ 益子京右 30枚
□ 嶺井博希 45枚
□ 山本祐大 75枚
□ 西森将司 75枚
□ 中井大介 75枚
□ J.ロペス 30枚
□ 伊藤裕季也 30枚
□ 倉本寿彦 30枚
□ 石川雄洋 45枚
□ 大和 45枚
□ 大河 75枚
□ 柴田竜拓 35枚
□ 狩野行寿 74枚
□ 山下幸輝 75枚
□ 飛雄馬 75枚
□ 佐野恵太 45枚
□ 宮﨑敏郎 30枚
□ 知野直人 30枚
□ 中川大志 75枚
□ 百瀬大騎 75枚
□ Ｎ.ソト 30枚
□ 宮本秀明 45枚
□ 桑原将志 30枚
□ 梶谷隆幸 30枚
□ 神里和毅 30枚
□ 筒香嘉智 30枚
□ 乙坂　智 60枚
□ 楠本泰史 45枚
□ 細川成也 45枚
□ 青柳昴樹 75枚
□ 関根大気 75枚
□ DB.スターマン 60枚
□ DB.キララ 60枚
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 阪口皓亮＆飯塚悟史 5枚
□ J.ロペス&N.ソト 5枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 東　克樹 9枚
□ 山﨑康晃 9枚
□ 京山将弥 9枚
□ J.ロペス 9枚
□ 宮﨑敏郎 9枚
□ Ｎ.ソト 9枚
□ 桑原将志 9枚
□ 梶谷隆幸 9枚
□ 筒香嘉智 9枚
〈1of1直筆サインカード〉
□ 東　克樹 1枚
□ 山﨑康晃 1枚
□ 京山将弥 1枚
□ J.ロペス 1枚
□ 宮﨑敏郎 1枚
□ Ｎ.ソト 1枚
□ 桑原将志 1枚
□ 梶谷隆幸 1枚
□ 筒香嘉智 1枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 石田健大 10枚
□ 柴田竜拓 10枚
□ 神里和毅 10枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 大貫晋一 10枚
□ 上茶谷大河 10枚
□ 勝又温史 10枚



□ 益子京右 10枚
□ 伊藤裕季也 10枚
□ 知野直人 10枚


