
BBM女子アスリートカード Shining VENUS 2019

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
※各100枚限定の金箔サイン版（＊印）
※各50枚限定のホロ箔サイン版（＊印）
□01 奥村奈未＊ ［野球］
□02 奥村奈未 ［野球］
□03 奥村奈未 ［野球］
□04 みなみ＊ ［野球］
□05 みなみ ［野球］
□06 みなみ ［野球］
□07 長﨑望未＊ ［ソフトボール］
□08 長﨑望未 ［ソフトボール］
□09 長﨑望未 ［ソフトボール］
□10 イ・ミナ＊ ［サッカー］
□11 イ・ミナ ［サッカー］
□12 イ・ミナ ［サッカー］
□13 スタンボー華＊ ［サッカー］
□14 スタンボー華 ［サッカー］
□15 スタンボー華 ［サッカー］
□16 滝川結女＊ ［サッカー］
□17 滝川結女 ［サッカー］
□18 滝川結女 ［サッカー］
□19 加藤未唯＊ ［テニス］
□20 加藤未唯 ［テニス］
□21 加藤未唯 ［テニス］
□22 栗原文音＊ ［バドミントン］
□23 栗原文音 ［バドミントン］
□24 栗原文音 ［バドミントン］
□25 髙橋沙也加＊ ［バドミントン］
□26 髙橋沙也加 ［バドミントン］
□27 髙橋沙也加 ［バドミントン］
□28 浜本由惟＊ ［卓球］
□29 浜本由惟 ［卓球］
□30 浜本由惟 ［卓球］
□31 森薗美月＊ ［卓球］
□32 森薗美月 ［卓球］
□33 森薗美月 ［卓球］
□34 三浦桃香＊ ［ゴルフ］
□35 三浦桃香 ［ゴルフ］
□36 三浦桃香 ［ゴルフ］
□37 藤本愛妃＊ ［バスケットボール］
□38 藤本愛妃 ［バスケットボール］
□39 藤本愛妃 ［バスケットボール］
□40 岡田麻央＊ ［3×3バスケットボール］
□41 岡田麻央 ［3×3バスケットボール］
□42 岡田麻央 ［3×3バスケットボール］
□43 川田菜摘＊ ［ボウリング］
□44 川田菜摘 ［ボウリング］
□45 川田菜摘 ［ボウリング］
□46 小堀宗翔＊ ［ラクロス］
□47 小堀宗翔 ［ラクロス］
□48 小堀宗翔 ［ラクロス］
□49 北村　夢＊ ［陸上中距離］
□50 北村　夢 ［陸上中距離］
□51 北村　夢 ［陸上中距離］
□52 福部真子＊ ［陸上100mハードル］
□53 福部真子 ［陸上100mハードル］



□54 福部真子 ［陸上100mハードル］
□55 山根優衣＊ ［競泳］
□56 山根優衣 ［競泳］
□57 山根優衣 ［競泳］
□58 今井　月＊ ［競泳］
□59 今井　月 ［競泳］
□60 今井　月 ［競泳］
□61 藤巻紗月＊ ［フィンスイミング］
□62 藤巻紗月 ［フィンスイミング］
□63 藤巻紗月 ［フィンスイミング］
□64 八木かなえ＊ ［ウエイトリフティング］
□65 八木かなえ ［ウエイトリフティング］
□66 八木かなえ ［ウエイトリフティング］
□67 大場美和＊ ［プロクライマー］
□68 大場美和 ［プロクライマー］
□69 大場美和 ［プロクライマー］
□70 清水綾乃＊ ［ライフル射撃］
□71 清水綾乃 ［ライフル射撃］
□72 清水綾乃 ［ライフル射撃］
□73 安井友梨＊ ［フィットネスビキニ］
□74 安井友梨 ［フィットネスビキニ］
□75 安井友梨 ［フィットネスビキニ］
□76 今井胡桃＊ ［スノーボード］
□77 今井胡桃 ［スノーボード］
□78 今井胡桃 ［スノーボード］
□79 浅倉カンナ＊ ［総合格闘技］
□80 浅倉カンナ ［総合格闘技］
□81 浅倉カンナ ［総合格闘技］
□82 池治ちあき＊ ［アルティメット］
□83 池治ちあき ［アルティメット］
□84 池治ちあき ［アルティメット］
□85 森田真結子＊ ［ダーツ］
□86 森田真結子 ［ダーツ］
□87 森田真結子 ［ダーツ］
□88 佐藤彩香＊ ［一輪車］
□89 佐藤彩香 ［一輪車］
□90 佐藤彩香 ［一輪車］
□91 大山千広＊ ［ボートレース］
□92 大山千広 ［ボートレース］
□93 大山千広 ［ボートレース］
〈Twin VENUS〉
□94 奥村奈未 ［野球］

みなみ ［野球］
□95 イ・ミナ ［サッカー］

スタンボー華 ［サッカー］
□96 栗原文音 ［バドミントン］

髙橋沙也加 ［バドミントン］
□97 浜本由惟 ［卓球］

森薗美月 ［卓球］

［インサートカード］
〈Fantastic VENUS〉
※各100枚限定のホロ紙版
□FV1 奥村奈未 ［野球］
□FV2 みなみ ［野球］
□FV3 イ・ミナ ［サッカー］
□FV4 スタンボー華 ［サッカー］
□FV5 北村　夢 ［陸上中距離］
□FV6 今井　月 ［競泳］



□FV7 八木かなえ ［ウエイトリフティング］
□FV8 森田真結子 ［ダーツ］
□FV9 佐藤彩香 ［一輪車］

［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）〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 67枚
□ みなみ ［野球］ 110枚
□ 長﨑望未 ［ソフトボール］ 107枚
□ イ・ミナ ［サッカー］ 81枚
□ スタンボー華 ［サッカー］ 83枚
□ 滝川結女 ［サッカー］ 115枚
□ 加藤未唯 ［テニス］ 140枚
□ 栗原文音 ［バドミントン］ 110枚
□ 髙橋沙也加 ［バドミントン］ 105枚
□ 浜本由惟 ［卓球］ 109枚
□ 森薗美月 ［卓球］ 130枚
□ 三浦桃香 ［ゴルフ］ 117枚
□ 藤本愛妃 ［バスケットボール］ 120枚
□ 岡田麻央 ［3×3バスケットボール］ 120枚
□ 川田菜摘 ［ボウリング］ 120枚
□ 小堀宗翔 ［ラクロス］ 119枚
□ 北村　夢 ［陸上中距離］ 80枚
□ 福部真子 ［陸上100mハードル］ 102枚
□ 山根優衣 ［競泳］ 120枚
□ 今井　月 ［競泳］ 119枚
□ 藤巻紗月 ［フィンスイミング］ 149枚
□ 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 120枚
□ 大場美和 ［プロクライマー］ 119枚
□ 清水綾乃 ［ライフル射撃］ 120枚
□ 安井友梨 ［フィットネスビキニ］ 149枚
□ 今井胡桃 ［スノーボード］ 120枚
□ 浅倉カンナ ［総合格闘技］ 120枚
□ 池治ちあき ［アルティメット］ 120枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 118枚
□ 佐藤彩香 ［一輪車］ 120枚
□ 大山千広 ［ボートレース］ 120枚
〈直筆サインカード（私服版）〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 30枚
□ みなみ ［野球］ 50枚
□ 長﨑望未 ［ソフトボール］ 60枚
□ イ・ミナ ［サッカー］ 40枚
□ スタンボー華 ［サッカー］ 40枚
□ 滝川結女 ［サッカー］ 60枚
□ 加藤未唯 ［テニス］ 60枚
□ 栗原文音 ［バドミントン］ 50枚
□ 髙橋沙也加 ［バドミントン］ 50枚
□ 浜本由惟 ［卓球］ 50枚
□ 森薗美月 ［卓球］ 60枚
□ 三浦桃香 ［ゴルフ］ 60枚
□ 藤本愛妃 バスケットボール 60枚
□ 岡田麻央 ［3×3バスケットボール］ 60枚
□ 川田菜摘 ［ボウリング］ 60枚
□ 小堀宗翔 ［ラクロス］ 60枚
□ 北村　夢 ［陸上中距離］ 40枚
□ 福部真子 ［陸上100mハードル］ 40枚
□ 山根優衣 ［競泳］ 60枚
□ 今井　月 ［競泳］ 60枚
□ 藤巻紗月 ［フィンスイミング］ 60枚



□ 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 60枚
□ 大場美和 ［プロクライマー］ 60枚
□ 清水綾乃 ［ライフル射撃］ 60枚
□ 安井友梨 ［フィットネスビキニ］ 60枚
□ 今井胡桃 ［スノーボード］ 60枚
□ 浅倉カンナ ［総合格闘技］ 60枚
□ 池治ちあき ［アルティメット］ 60枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 60枚
□ 佐藤彩香 ［一輪車］ 60枚
□ 大山千広 ［ボートレース］ 60枚
〈ルーキー限定直筆サインカード〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 30枚
□ 長﨑望未 ［ソフトボール］ 30枚
□ イ・ミナ ［サッカー］ 30枚
□ スタンボー華 ［サッカー］ 30枚
□ 滝川結女 ［サッカー］ 30枚
□ 栗原文音 ［バドミントン］ 30枚
□ 髙橋沙也加 ［バドミントン］ 30枚
□ 浜本由惟 ［卓球］ 30枚
□ 三浦桃香 ［ゴルフ］ 30枚
□ 藤本愛妃 ［バスケットボール］ 30枚
□ 岡田麻央 ［3×3バスケットボール］ 30枚
□ 川田菜摘 ［ボウリング］ 30枚
□ 小堀宗翔 ［ラクロス］ 30枚
□ 北村　夢 ［陸上中距離］ 30枚
□ 福部真子 ［陸上100mハードル］ 30枚
□ 山根優衣 ［競泳］ 30枚
□ 大場美和 ［プロクライマー］ 30枚
□ 清水綾乃 ［ライフル射撃］ 30枚
□ 今井胡桃 ［スノーボード］ 30枚
□ 浅倉カンナ ［総合格闘技］ 30枚
□ 池治ちあき ［アルティメット］ 30枚
□ 大山千広 ［ボートレース］ 30枚
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 20枚

みなみ ［野球］
□ イ・ミナ ［サッカー］ 20枚

スタンボー華 ［サッカー］
□ 栗原文音 ［バドミントン］ 20枚

髙橋沙也加 ［バドミントン］
□ 浜本由惟 ［卓球］ 20枚

森薗美月 ［卓球］
〈ニューイヤー直筆サインカード〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 30枚
□ 北村　夢 ［陸上中距離］ 30枚
□ 福部真子 ［陸上100mハードル］ 30枚
〈スペシャル直筆サインカード〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 30枚
□ みなみ ［野球］ 30枚
□ イ・ミナ ［サッカー］ 30枚
□ スタンボー華 ［サッカー］ 30枚
□ 北村　夢 ［陸上中距離］ 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
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 30枚
□ 佐藤彩香 ［一輪車］ 30枚
〈バレンタインメッセージカード〉
□ 長﨑望未 ［ソフトボール］ 30枚
□ 滝川結女 ［サッカー］ 30枚



□ 浜本由惟 ［卓球］ 30枚
□ 森薗美月 ［卓球］ 30枚
□ 岡田麻央 ［3×3バスケットボール］ 30枚
□ 川田菜摘 ［ボウリング］ 28枚
□ 今井　月 ［競泳］ 30枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 30枚
□ 佐藤彩香 ［一輪車］ 30枚
〈チェキ〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 25枚
□ みなみ ［野球］ 22枚
□ 長﨑望未 ［ソフトボール］ 25枚
□ イ・ミナ ［サッカー］ 20枚
□ スタンボー華 ［サッカー］ 20枚
□ 滝川結女 ［サッカー］ 20枚
□ 加藤未唯 ［テニス］ 21枚
□ 栗原文音 ［バドミントン］ 10枚
□ 髙橋沙也加 ［バドミントン］ 11枚
□ 浜本由惟 ［卓球］ 9枚
□ 森薗美月 ［卓球］ 16枚
□ 藤本愛妃 ［バスケットボール］ 19枚
□ 岡田麻央 ［3×3バスケットボール］ 20枚
□ 川田菜摘 ［ボウリング］ 13枚
□ 小堀宗翔 ［ラクロス］ 24枚
□ 北村　夢 ［陸上中距離］ 20枚
□ 福部真子 ［陸上100mハードル］ 28枚
□ 山根優衣 ［競泳］ 20枚
□ 今井　月 ［競泳］ 20枚
□ 藤巻紗月 ［フィンスイミング］ 20枚
□ 八木かなえ ［ウエイトリフティング］ 20枚
□ 大場美和 ［プロクライマー］ 20枚
□ 清水綾乃 ［ライフル射撃］ 21枚
□ 安井友梨 ［フィットネスビキニ］ 20枚
□ 浅倉カンナ ［総合格闘技］ 19枚
□ 池治ちあき ［アルティメット］ 20枚
□ 森田真結子 ［ダーツ］ 23枚
□ 佐藤彩香 ［一輪車］ 22枚
□ 大山千広 ［ボートレース］ 10枚
〈コンボチェキ〉
□ 奥村奈未 ［野球］ 9枚

みなみ ［野球］
□ イ・ミナ ［サッカー］ 10枚

スタンボー華 ［サッカー］
□ 栗原文音 ［バドミントン］ 6枚

髙橋沙也加 ［バドミントン］
□ 浜本由惟 ［卓球］ 7枚

森薗美月 ［卓球］


