
BBMベースボールカードセット　ルーキーエディションプレミアム2019

［レギュラーカード]
〈レギュラー〉
※各25名限定のグリーン箔パラレル
□RP01 松本　航 （L）
□RP02 渡邉勇太朗 （L）
□RP03 山野辺翔 （L）
□RP04 甲斐野央 （H）
□RP05 杉山一樹 （H）
□RP06 野村大樹 （H）
□RP07 吉田輝星 （F）
□RP08 野村佑希 （F）
□RP09 生田目翼 （F）
□RP10 太田　椋 （B）
□RP11 頓宮裕真 （B）
□RP12 荒西祐大 （B）
□RP13 藤原恭大 （M）
□RP14 東妻勇輔 （M）
□RP15 小島和哉 （M）
□RP16 辰己涼介 （E）
□RP17 太田　光 （E）
□RP18 引地秀一郎 （E）
□RP19 小園海斗 （C）
□RP20 島内颯太郎 （C）
□RP21 林　晃汰 （C）
□RP22 清水　昇 （S）
□RP23 中山翔太 （S）
□RP24 市川悠太 （S）
□RP25 髙橋優貴 （G）
□RP26 増田　陸 （G）
□RP27 直江大輔 （G）
□RP28 上茶谷大河 （DB）
□RP29 伊藤裕季也 （DB）
□RP30 大貫晋一 （DB）
□RP31 根尾　昂 （D）
□RP32 梅津晃大 （D）
□RP33 勝野昌慶 （D）
□RP34 近本光司 （Ｔ）
□RP35 小幡竜平 （Ｔ）
□RP36 木浪聖也 （Ｔ）

［プレミアムインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□ 甲斐野央 （H） ホームジャージー 100枚

※パッチ版 30枚
□ 吉田輝星 （F） ホームジャージー 100枚

※パッチ版 30枚
□ 太田椋 （B） ホームジャージー 100枚

※パッチ版 30枚
□ 藤原恭大 （M） ビジタージャージー 100枚

※パッチ版 30枚
□ 辰己涼介 （E） ビジタージャージー 100枚

※パッチ版 30枚
□ 小園海斗 （C） ビジタージャージー 100枚

※パッチ版 30枚
□ 清水　昇 （S） ホームジャージー 100枚

※パッチ版 30枚
□ 髙橋優貴 （G） アンダーシャツ 67枚



□ 上茶谷大河 （DB） ホームジャージー 100枚
※パッチ版 30枚

□ 根尾　昂 （D） アンダーシャツ 67枚
□ 近本光司 （Ｔ） ビジタージャージー 100枚

※パッチ版 30枚

〈スーパーパッチカード〉
□ 甲斐野央 （H） ホームジャージー 4枚
□ 吉田輝星 （F） ホームジャージー 6枚
□ 太田　椋 （B） ホームジャージー 6枚
□ 藤原恭大 （M） ビジタージャージー 6枚
□ 辰己涼介 （E） ビジタージャージー 6枚
□ 小園海斗 （C） ビジタージャージー 9枚
□ 清水　昇 （S） ホームジャージー 8枚
□ 上茶谷大河 （DB） ホームジャージー 9枚
□ 近本光司 （Ｔ） ビジタージャージー 6枚

〈ブックレットカード〉
松本　航 （L） ボール
甲斐野央 （H） ホームジャージー
吉田輝星 （F） ホームジャージー
太田　椋 （B） ホームジャージー
藤原恭大 （M） ビジタージャージー
辰己涼介 （E） ビジタージャージー
小園海斗 （C） ビジタージャージー
清水　昇 （S） ホームジャージー
髙橋優貴 （G） アンダーシャツ
上茶谷大河 （DB） ホームジャージー
根尾　昂 （D） アンダーシャツ
近本光司 （Ｔ） ビジタージャージー

※エクスチェンジカードを封入

〈直筆サインカード（横版）※シール版〉
□ 松本　航 （L） 45枚
□ 渡邉勇太朗 （L） 45枚
□ 山野辺翔 （L） 45枚
□ 粟津凱士 （L） 45枚
□ 牧野翔矢 （L） 45枚
□ 森脇亮介 （L） 45枚
□ 佐藤龍世 （L） 45枚
□ 甲斐野央 （H） 20枚
□ 杉山一樹 （H） 34枚
□ 野村大樹 （H） 35枚
□ 板東湧梧 （H） 35枚
□ 水谷　瞬 （H） 35枚
□ 泉　圭輔 （H） 19枚
□ 奥村政稔 （H） 35枚
□ 吉田輝星 （F） 30枚
□ 野村佑希 （F） 45枚
□ 生田目翼 （F） 45枚
□ 万波中正 （F） 43枚
□ 柿木　蓮 （F） 45枚
□ 田宮裕涼 （F） 45枚
□ 福田　俊 （F） 44枚
□ 太田　椋 （B） 45枚
□ 頓宮裕真 （B） 45枚
□ 荒西祐大 （B） 43枚
□ 富山凌雅 （B） 45枚
□ 宜保　翔 （B） 44枚

□RBL 10枚



□ 左澤　優 （B） 43枚
□ 中川圭太 （B） 45枚
□ 藤原恭大 （M） 15枚
□ 東妻勇輔 （M） 35枚
□ 小島和哉 （M） 35枚
□ 山口航輝 （M） 35枚
□ 中村稔弥 （M） 35枚
□ 古谷拓郎 （M） 35枚
□ 松田　進 （M） 35枚
□ 土居豪人 （M） 35枚
□ 辰己涼介 （E） 23枚
□ 太田　光 （E） 30枚
□ 引地秀一郎 （E） 30枚
□ 弓削隼人 （E） 28枚
□ 佐藤智輝 （E） 29枚
□ 渡邊佳明 （E） 30枚
□ 小郷裕哉 （E） 30枚
□ 鈴木翔天 （E） 30枚
□ 清水　昇 （S） 45枚
□ 中山翔太 （S） 45枚
□ 市川悠太 （S） 45枚
□ 濱田太貴 （S） 45枚
□ 坂本光士郎 （S） 45枚
□ 鈴木裕太 （S） 45枚
□ 久保拓眞 （S） 45枚
□ 吉田大成 （S） 45枚
□ 上茶谷大河 （DB） 45枚
□ 伊藤裕季也 （DB） 60枚
□ 大貫晋一 （DB） 60枚
□ 勝又温史 （DB） 60枚
□ 益子京右 （DB） 60枚
□ 知野直人 （DB） 56枚
□ 根尾　昂 （D） 18枚
□ 梅津晃大 （D） 45枚
□ 勝野昌慶 （D） 44枚
□ 石橋康太 （D） 45枚
□ 垣越建伸 （D） 42枚
□ 滝野　要 （D） 45枚
□ 近本光司 （Ｔ） 25枚
□ 小幡竜平 （Ｔ） 74枚
□ 木浪聖也 （Ｔ） 35枚
□ 齋藤友貴哉 （Ｔ） 75枚
□ 川原　陸 （Ｔ） 75枚
□ 湯浅京己 （Ｔ） 74枚

〈直筆サインカード（縦版）※シール版〉
□ 松本　航 （L） 15枚
□ 渡邉勇太朗 （L） 15枚
□ 山野辺翔 （L） 15枚
□ 粟津凱士 （L） 15枚
□ 牧野翔矢 （L） 15枚
□ 森脇亮介 （L） 15枚
□ 佐藤龍世 （L） 15枚
□ 甲斐野央 （H） 10枚
□ 杉山一樹 （H） 15枚
□ 野村大樹 （H） 15枚
□ 板東湧梧 （H） 15枚
□ 水谷　瞬 （H） 15枚
□ 泉　圭輔 （H） 9枚



□ 奥村政稔 （H） 15枚
□ 吉田輝星 （F） 10枚
□ 野村佑希 （F） 15枚
□ 生田目翼 （F） 15枚
□ 万波中正 （F） 13枚
□ 柿木　蓮 （F） 15枚
□ 田宮裕涼 （F） 15枚
□ 福田　俊 （F） 15枚
□ 太田　椋 （B） 15枚
□ 頓宮裕真 （B） 15枚
□ 荒西祐大 （B） 15枚
□ 富山凌雅 （B） 15枚
□ 宜保　翔 （B） 15枚
□ 左澤　優 （B） 14枚
□ 中川圭太 （B） 15枚
□ 藤原恭大 （M） 5枚
□ 東妻勇輔 （M） 15枚
□ 小島和哉 （M） 13枚
□ 山口航輝 （M） 14枚
□ 中村稔弥 （M） 14枚
□ 古谷拓郎 （M） 15枚
□ 松田　進 （M） 15枚
□ 土居豪人 （M） 15枚
□ 辰己涼介 （E） 7枚
□ 太田　光 （E） 10枚
□ 引地秀一郎 （E） 10枚
□ 弓削隼人 （E） 10枚
□ 佐藤智輝 （E） 10枚
□ 渡邊佳明 （E） 10枚
□ 小郷裕哉 （E） 10枚
□ 鈴木翔天 （E） 10枚
□ 清水　昇 （S） 15枚
□ 中山翔太 （S） 15枚
□ 市川悠太 （S） 15枚
□ 濱田太貴 （S） 15枚
□ 坂本光士郎 （S） 15枚
□ 鈴木裕太 （S） 15枚
□ 久保拓眞 （S） 15枚
□ 吉田大成 （S） 15枚
□ 上茶谷大河 （DB） 15枚
□ 伊藤裕季也 （DB） 20枚
□ 大貫晋一 （DB） 20枚
□ 勝又温史 （DB） 20枚
□ 益子京右 （DB） 20枚
□ 知野直人 （DB） 18枚
□ 根尾　昂 （D） 7枚
□ 梅津晃大 （D） 15枚
□ 勝野昌慶 （D） 15枚
□ 石橋康太 （D） 15枚
□ 垣越建伸 （D） 14枚
□ 滝野　要 （D） 15枚
□ 近本光司 （Ｔ） 5枚
□ 小幡竜平 （Ｔ） 30枚
□ 木浪聖也 （Ｔ） 10枚
□ 齋藤友貴哉 （Ｔ） 30枚
□ 川原　陸 （Ｔ） 30枚
□ 湯浅京己 （Ｔ） 25枚

〈直筆サインカード（直書き版）〉



□ 松本　航 （L） 49枚
□ 森脇亮介 （L） 49枚
□ 山野辺翔 （L） 50枚
□ 甲斐野央 （H） 46枚
□ 杉山一樹 （H） 48枚
□ 吉田輝星 （F） 18枚
□ 生田目翼 （F） 30枚
□ 太田　椋 （B） 50枚
□ 頓宮裕真 （B） 50枚
□ 荒西祐大 （B） 50枚
□ 中川圭太 （B） 50枚
□ 藤原恭大 （M） 48枚
□ 東妻勇輔 （M） 50枚
□ 小島和哉 （M） 50枚
□ 辰己涼介 （E） 50枚
□ 太田　光 （E） 48枚
□ 渡邊佳明 （E） 49枚
□ 清水　昇 （S） 49枚
□ 中山翔太 （S） 50枚
□ 市川悠太 （S） 50枚
□ 根尾　昂 （D） 47枚
□ 梅津晃大 （D） 45枚
□ 勝野昌慶 （D） 49枚


