
BBMスポーツトレーディングカード　平成
［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□001 斎藤雅樹(プロ野球／G)
□002 吉田義人（ラグビー）
□003 森　祇晶(プロ野球／Ｌ)
□004 グレート・ムタ(プロレス)
□005 佐々岡真司(プロ野球／Ｃ)
□006 山下佐知子(陸上競技)
□007 北別府学(プロ野球／Ｃ)
□008 森下広一(陸上競技)
□009 古賀稔彦(柔道)
□010 奥野史子(シンクロナイズドスイミング)
□011 黒岩敏幸(スピードスケート)
□012 伊藤みどり(フィギュアスケート)
□013 古田敦也(プロ野球／ヤクルト)
□014 カズ(サッカー)
□015 槙原寛己(プロ野球／G)
□016 桑田真澄(プロ野球／G)
□017 薬師寺保栄(ボクシング)
□018 辰吉丈一郎(ボクシング)
□019 河野孝典(ノルディック複合)
□020 平井正史(プロ野球／ＢＷ)
□021 平尾誠二(ラグビー)
□022 沢松奈生子(テニス)
□023 仁志敏久＆清水隆行(プロ野球／G)
□024 小早川毅彦(プロ野球／Ｓ)
□025 佐竹雅昭(総合格闘技)
□026 岡野雅行(サッカー)
□027 篠塚建次郎(モータースポーツ)
□028 佐々木主浩(プロ野球／ＹＢ)
□029 高橋由伸(プロ野球／G)
□030 伊東浩司(陸上競技)
□031 若乃花勝（大相撲）
□032 数見　肇(空手)
□033 川口能活(サッカー)
□034 船木和喜(スキージャンプ)
□035 松坂大輔(プロ野球／Ｌ)
□036 武蔵丸光洋(大相撲)
□037 長嶋茂雄＆王　貞治(プロ野球／G＆Ｈ)
□038 黒木知宏(プロ野球／ロッテ)
□039 高橋尚子(陸上競技)
□040 井上康生(柔道)
□041 北川博敏(プロ野球／近鉄)
□042 為末　大(陸上競技)
□043 鈴木貴男(テニス)
□044 松井秀喜(プロ野球／G)
□045 宮本恒靖（サッカー）
□046 星野仙一(プロ野球／Ｔ)
□047 松中信彦(プロ野球／Ｈ)
□048 柴田亜衣(競泳)
□049 野村忠宏(柔道)
□050 鈴木桂治(柔道)
□051 斉藤和巳(プロ野球／Ｈ)
□052 岩隈久志(プロ野球／Ｅ)
□053 澤野大地(陸上競技)
□054 今井正人(陸上競技)
□055 神山雄一郎(競輪)
□056 小笠原道大(プロ野球／Ｆ)



□057 前田智徳(プロ野球／Ｃ)
□058 箕内拓郎(ラグビー)
□059 大神雄子(バスケットボール)
□060 浅尾美和(ビーチバレー)
□061 Ａ．ラミレス(プロ野球／G)
□062 高平慎士(陸上競技)
□063 塚原直貴(陸上競技)
□064 谷本歩実(柔道)
□065 上野由岐子(ソフトボール)
□066 小椋久美子(バドミントン)
□067 潮田玲子(バドミントン)
□068 永井清史(競輪)
□069 本山　哲(モータースポーツ)
□070 ダルビッシュ有(プロ野球／Ｆ)
□071 福島千里(陸上競技)
□072 柏原竜二(陸上競技)
□073 金本知憲(プロ野球／Ｔ)
□074 里崎智也(プロ野球／Ｍ)
□075 白鵬　翔(大相撲)
□076 長島圭一郎(スピードスケート)
□077 斎藤佑樹(プロ野球／Ｆ)
□078 川内優輝(陸上競技)
□079 宮間あや(サッカー)
□080 内海哲也(プロ野球／G)
□081 棚橋弘至（プロレス）
□082 オカダ・カズチカ（プロレス）
□083 入江陵介(競泳)
□084 三宅宏実(ウエイトリフティング)
□085 田中将大(プロ野球／Ｅ)
□086 金子弌大(プロ野球／Ｂｓ)
□087 葛西紀明(スキージャンプ)
□088 山本昌(プロ野球／Ｄ)
□089 黒田博樹(プロ野球／Ｃ)
□090 五郎丸歩(ラグビー)
□091 大谷翔平(プロ野球／Ｆ)
□092 鈴木誠也(プロ野球／Ｃ)
□093 志水祐介(水球)
□094 杉谷泰造(馬術)
□095 Ｄ．サファテ(プロ野球／Ｈ)
□096 宮﨑大輔(ハンドボール)
□097 村上茉愛(体操)
□098 髙橋貢(オートレース)
□099 室屋義秀(エアレース)
□100 岩瀬仁紀(プロ野球／Ｄ)
□101 井上尚弥(ボクシング)
□102 丸佳浩(プロ野球／G)
□103 小林可夢偉(モータースポーツ)
［インサートカード］
メタルカード〈GOLDＥＮ　ＥＲＡ〉
□ＧＥ1 吉田義人
□ＧＥ2 グレート・ムタ
□ＧＥ3 高橋由伸
□ＧＥ4 伊東浩司
□ＧＥ5 松井秀喜
□ＧＥ6 神山雄一郎
□ＧＥ7 葛西紀明
□ＧＥ8 大谷翔平
□ＧＥ9 井上尚弥
※各25枚限定



※エクスチェンジカードを封入
〈ＥＴＥＲＮＡＬ　ＦＡＭＥ〉
□EF1 古賀稔彦
□EF2 伊藤みどり
□EF3 カズ
□EF4 桑田真澄
□EF5 佐竹雅昭
□EF6 松坂大輔
□EF7 高橋尚子
□EF8 為末　大
□EF9 ダルビッシュ有
※各50枚限定
〈ＡＭＡＺＩＮＧ！〉
※各200枚限定の金箔サイン版
※各150枚限定のグリーン箔サイン版
※各100枚限定のチェリーピンク箔サイン版
□A1 斎藤雅樹
□A2 伊藤みどり
□A3 高橋由伸
□A4 川口能活
□A5 井上康生
□A6 為末　大
□A7 松井秀喜
□A8 浅尾美和
□A9 小椋久美子
□A10 潮田玲子
□A11 金本知憲
□A12 棚橋弘至
□A13 オカダ・カズチカ
□A14 三宅宏実
□A15 田中将大
□A16 五郎丸歩
□A17 大谷翔平
□A18 宮﨑大輔
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 斎藤雅樹 横版 60枚
□ 吉田義人 横版 90枚

縦版 30枚
□ 森　祇晶 縦版 30枚
□ グレート・ムタ 横版 50枚
□ 山下佐知子 横版 90枚
□ 北別府学 横版 88枚
□ 森下広一 横版 74枚

縦版 30枚
□ 古賀稔彦 横版 98枚
□ 奥野史子 横版 90枚
□ 黒岩敏幸 横版 90枚
□ 伊藤みどり 横版 89枚

縦版 30枚
□ カズ 横版 88枚

縦版 30枚
□ 槙原寛己 横版 89枚
□ 桑田真澄 直書縦版 30枚
□ 薬師寺保栄 横版 85枚
□ 辰吉丈一郎 横版 83枚
□ 河野孝典 横版 90枚
□ 平井正史 横版 90枚
□ 沢松奈生子 横版 90枚



□ 仁志敏久 横版 85枚
□ 清水隆行 横版 85枚
□ 小早川毅彦 横版 89枚
□ 佐竹雅昭 横版 90枚

縦版 30枚
□ 岡野雅行 横版 90枚
□ 篠塚建次郎 横版 90枚
□ 高橋由伸 縦版 30枚
□ 伊東浩司 横版 78枚

縦版 30枚
□ 数見　肇 横版 94枚
□ 川口能活 横版 90枚
□ 船木和喜 横版 90枚
□ 松坂大輔 縦版 10枚
□ 武蔵丸光洋 縦版 30枚
□ 王　貞治 縦版 10枚
□ 黒木知宏 横版 60枚
□ 高橋尚子 横版 65枚
□ 井上康生 横版 90枚
□ 北川博敏 横版 90枚
□ 為末　大 横版 89枚
□ 鈴木貴男 横版 78枚

縦版 30枚
□ 宮本恒靖 90枚
□ 松中信彦 縦版 30枚
□ 柴田亜衣 横版 70枚

縦版 30枚
□ 野村忠宏 横版 90枚
□ 鈴木桂治 横版 90枚
□ 斉藤和巳 横版 60枚
□ 澤野大地 横版 93枚
□ 今井正人 横版 89枚

縦版 30枚
□ 神山雄一郎 横版 95枚
□ 小笠原道大 縦版 30枚
□ 箕内拓郎 横版 89枚

縦版 30枚
□ 大神雄子 横版 65枚
□ 浅尾美和 横版 90枚
□ Ａ．ラミレス 縦版 10枚
□ 高平慎士 横版 96枚
□ 塚原直貴 横版 89枚

縦版 30枚
□ 谷本歩実 横版 90枚
□ 上野由岐子 横版 96枚
□ 小椋久美子 横版 90枚
□ 潮田玲子 横版 85枚
□ 永井清史 横版 90枚
□ 本山　哲 横版 88枚

縦版 30枚
□ 福島千里 横版 90枚
□ 柏原竜二 横版 91枚
□ 金本知憲 縦版 10枚
□ 里崎智也 横版 90枚
□ 白鵬　翔 縦版 30枚
□ 長島圭一郎 横版 90枚

縦版 30枚
□ 斎藤佑樹 縦版 30枚
□ 川内優輝 横版 95枚



□ 宮間あや 横版 90枚
縦版 30枚

□ 内海哲也 縦版 10枚
□ 棚橋弘至 横版 64枚

縦版 30枚
□ オカダ・カズチカ 横版 65枚

縦版 30枚
□ 入江陵介 横版 60枚
□ 三宅宏実 横版 90枚
□ 金子弌大 縦版 10枚
□ 五郎丸歩 横版 90枚
□ 志水祐介 横版 90枚

縦版 30枚
□ 杉谷泰造 横版 89枚

縦版 30枚
□ Ｄ．サファテ 縦版 10枚
□ 宮﨑大輔 横版 89枚

縦版 30枚
□ 村上茉愛 横版 92枚
□ 髙橋　貢 横版 60枚

縦版 30枚
□ 室屋義秀 横版 89枚
□ 井上尚弥 横版 90枚
□ 小林可夢偉 横版 60枚

縦版 30枚
〈スペシャル直筆コンボサインカード〉
□ グレート・ムタ＆武藤敬司 5枚
□ 薬師寺保栄＆辰吉丈一郎 5枚
□ 仁志敏久＆清水隆行 5枚
□ 小椋久美子＆潮田玲子 5枚
□ 棚橋弘至＆オカダ・カズチカ 5枚
［プロモーションカード］
〈レギュラーパラレル　平成スポーツ史全巻購読特典〉
□PR1 吉田義人
□PR2 グレート・ムタ
□PR3 松坂大輔
□PR4 松井秀喜
□PR5 白鵬翔
□PR6 棚橋弘至
□PR7 オカダ・カズチカ
□PR8 五郎丸歩
□PR9 大谷翔平


