
2019BBMベースボールカード　ルーキーエディション

[レギュラーカード]

〈レギュラー〉

※各100枚限定の銀箔サイン版（※印）

※各75枚限定の金箔サイン版（※印）

※各50枚限定の緑箔サイン版（※印）

※各25枚限定のホロPP版（★印）

※各背番号枚数枚限定の赤箔サイン版（★印）

※各1枚限定のスカイブルー箔サイン版（★印）

※写真違いのシークレット版（★印）

□001 松本　航（西）※★

□002 渡邉勇太朗（西）※

□003 山野辺翔（西）※

□004 粟津凱士（西）※

□005 牧野翔矢（西）※

□006 森脇亮介（西）※

□007 佐藤龍世（西）※

□008 東野　葵（西）

□009 大窪士夢（西）

□010 中熊大智（西）

□011 甲斐野央（ソ）※★

□012 杉山一樹（ソ）※

□013 野村大樹（ソ）※

□014 板東湧梧（ソ）※

□015 水谷　瞬（ソ）※

□016 泉　圭輔（ソ）※

□017 奥村政稔（ソ）※

□018 渡邉　陸（ソ）

□019 岡本直也（ソ）

□020 重田倫明（ソ）

□021 中村宜聖（ソ）

□022 吉田輝星（日）※★

□023 野村佑希（日）※

□024 生田目翼（日）※

□025 万波中正（日）※

□026 柿木　蓮（日）※

□027 田宮裕涼（日）※



□028 福田　俊（日）※

□029 海老原一佳（日）

□030 太田　椋（オ）※★

□031 頓宮裕真（オ）※

□032 荒西祐大（オ）※

□033 富山凌雅（オ）※

□034 宜保　翔（オ）※

□035 左澤　優（オ）※

□036 中川圭太（オ）※

□037 漆原大晟（オ）

□038 藤原恭大（ロ）※★

□039 東妻勇輔（ロ）※

□040 小島和哉（ロ）※

□041 山口航輝（ロ）※

□042 中村稔弥（ロ）※

□043 古谷拓郎（ロ）※

□044 松田　進（ロ）※

□045 土居豪人（ロ）※

□046 鎌田光津希（ロ）

□047 辰己涼介（楽）※★

□048 太田　光（楽）※

□049 引地秀一郎（楽）※

□050 弓削隼人（楽）※

□051 佐藤智輝（楽）※

□052 渡邊佳明（楽）※

□053 小郷裕哉（楽）※

□054 鈴木翔天（楽）※

□055 清宮虎多朗（楽）

□056 則本佳樹（楽）

□057 小園海斗（広）※★

□058 島内颯太郎（広）※

□059 林　晃汰（広）※

□060 中神拓都（広）※

□061 田中法彦（広）※

□062 正隨優弥（広）※

□063 羽月隆太郎（広）※

□064 大盛　穂（広）



□065 清水　昇（ヤ）※★

□066 中山翔太（ヤ）※

□067 市川悠太（ヤ）※

□068 濱田太貴（ヤ）※

□069 坂本光士郎（ヤ）※

□070 鈴木裕太（ヤ）※

□071 久保拓眞（ヤ）※

□072 吉田大成（ヤ）※

□073 内山太嗣（ヤ）

□074 松本　友（ヤ）

□075 髙橋優貴（巨）※★

□076 増田　陸（巨）※

□077 直江大輔（巨）※

□078 横川　凱（巨）※

□079 松井義弥（巨）※

□080 戸郷翔征（巨）※

□081 山下航汰（巨）

□082 平井快青（巨）

□083 沼田翔平（巨）

□084 黒田響生（巨）

□085 上茶谷大河（De）※★

□086 伊藤裕季也（De）※

□087 大貫晋一（De）※

□088 勝又温史（De）※

□089 益子京右（De）※

□090 知野直人（De）※

□091 宮城滝太（De）

□092 根尾　昂（中）※★

□093 梅津晃大（中）※

□094 勝野昌慶（中）※

□095 石𣘺康太（中）※

□096 垣越建伸（中）※

□097 滝野　要（中）※

□098 近本光司（神）※★

□099 小幡竜平（神）※

□100 木浪聖也（神）※

□101 齋藤友貴哉（神）※



□102 川原　陸（神）※

□103 湯浅京己（神）※

□104 片山雄哉（神）

〈ドラフト指名選手一覧〉

□105 ドラフト指名選手一覧

〈Early Days〉

□106 金子侑司（西）

□107 明石健志（ソ）

□108 横尾俊建（日）

□109 西野真弘（オ）

□110 井上晴哉（ロ）

□111 辛島　航（楽）

□112 菊池涼介（広）

□113 上田剛史（ヤ）

□114 岡本和真（巨）

□115 倉本寿彦（De）

□116 又吉克樹（中）

□117 上本博紀（神）

[インサートカード]

〈NEXT GENERATION〉

□NG01 山田遥楓（西）

□NG02 川瀬　晃（ソ）

□NG03 清宮幸太郎（日）

□NG04 西村　凌（オ）

□NG05 安田尚憲（ロ）

□NG06 西巻賢二（楽）

□NG07 高橋昂也（広）

□NG08 村上宗隆（ヤ）

□NG09 髙田萌生（巨）

□NG10 大河（De）

□NG11 藤嶋健人（中）

□NG12 島田海吏（神）

〈ROOKIE OF THE YEAR〉

□RY1 田中和基（楽）

□RY2 東　克樹（De）

[スペシャルインサートカード]

〈Ealy Days直筆サインカード〉



□ 金子侑司（西） 15枚

□ 明石健志（ソ） 30枚

□ 横尾俊建（日） 40枚

□ 西野真弘（オ） 30枚

□ 辛島　航（楽） 20枚

□ 上田剛史（ヤ） 30枚

□ 倉本寿彦（De） 10枚

□ 又吉克樹（中） 30枚

□ 上本博紀（神） 20枚

〈栄光のドラフト1位直筆サインカード〉

□ 髙橋光成（西） 50枚

□ 十亀　剣（西） 20枚

□ 東浜　巨（ソ） 30枚

□ 和田　毅（ソ） 10枚

□ 福田秀平（ソ） 30枚

□ 堀　瑞輝（日） 10枚

□ 吉田一将（オ） 10枚

□ 後藤駿太（オ） 60枚

□ 藤平尚真（楽） 10枚

□ 安樂智大（楽） 20枚

□ 寺島成輝（ヤ） 30枚

□ 東　克樹（De） 10枚

□ 柳　裕也（中） 60枚

□ 鈴木翔太（中） 30枚

□ 大野雄大（中） 60枚

□ 福谷浩司（中） 20枚

□ 馬場皐輔（神） 30枚

□ 伊藤隼太（神） 20枚

〈FRESH STARS直筆サインカード〉

□ 井口和朋（日） 10枚

□ 石川直也（日） 10枚

□ 清水優心（日） 10枚

□ 石井一成（日） 10枚

□ 澤田圭佑（オ） 30枚

□ 黒木優太（オ） 30枚

□ 若月健矢（オ） 30枚

□ 古川侑利（楽） 20枚



□ 内田靖人（楽） 20枚

□ 中尾　輝（ヤ） 30枚

□ 砂田毅樹（De） 10枚

□ 神里和毅（De） 10枚

□ 笠原祥太郎（中） 30枚

□ 小野泰己（神） 30枚

□ 植田　海（神） 30枚

〈PROSPECTS直筆サインカード〉

□ 中塚駿太（西） 30枚

□ 相内　誠（西） 30枚

□ 山田遥楓（西） 30枚

□ 金子一輝（西） 30枚

□ 鈴木将平（西） 30枚

□ 愛斗（西） 30枚

□ 戸川大輔（西） 30枚

□ 笠谷俊介（ソ） 30枚

□ 川瀬　晃（ソ） 30枚

□ 高山優希（日） 10枚

□ 立田将太（日） 10枚

□ 吉田侑樹（日） 10枚

□ 渡邉　諒（日） 10枚

□ 平沼翔太（日） 10枚

□ 髙濱祐仁（日） 10枚

□ 淺間大基（日） 10枚

□ 森山恵佑（日） 10枚

□ 齋藤綱記（オ） 30枚

□ 山﨑颯一郎（オ） 30枚

□ 武田健吾（オ） 30枚

□ 成田　翔（ロ） 30枚

□ 小野　郁（楽） 20枚

□ 池田隆英（楽） 20枚

□ 梅野雄吾（ヤ） 30枚

□ 高橋奎二（ヤ） 30枚

□ 渡邉大樹（ヤ） 30枚

□ 奥村展征（ヤ） 30枚

□ 飯塚悟史（De） 10枚

□ 平良拳太郎（De） 15枚



□ 佐野恵太（De） 10枚

□ 細川成也（De） 10枚

□ 関根大気（De） 10枚

□ 藤嶋健人（中） 30枚

□ 福永春吾（神） 30枚

□ 望月惇志（神） 30枚

□ 長坂拳弥（神） 30枚

□ 熊谷敬宥（神） 30枚

□ 島田海吏（神） 30枚

〈ドラフト1位スペシャルカード交換券〉

12種各30枚限定

〈ルーキーサイン色紙交換券〉

104種各1枚限定


