
2020BBMベースボールカード広島東洋カープヒストリー1950-2020
[レギュラーカード] 
〈球団の歴史〉 
□01 黎明期の広島カープ
□02 広島東洋カープと改称し、チームを強化
□03 悲願の初優勝～古葉竹識監督の下、優勝4度
□04 13シーズンで優勝2度、Aクラス10度
□05 15年連続Bクラスと低迷
□06 未曽有の3連覇
〈球団OB〉 
□07 白石勝巳
□08 長谷川良平
□09 阿南準郎
□10 古葉竹識
□11 大石　清
□12 興津立雄
□13 山本一義
□14 池田英俊
□15 苑田聡彦
□16 安仁屋宗八
□17 外木場義郎
□18 衣笠祥雄
□19 水谷実雄
□20 大石弥太郎
□21 三村敏之
□22 水沼四郎
□23 山本浩二
□24 金城基泰
□25 佐伯和司
□26 高橋里志
□27 池谷公二郎
□28 木下富雄
□29 ホプキンス
□30 大下剛史
□31 高橋慶彦
□32 小林誠二
□33 長内　孝
□34 北別府学
□35 福士敬章
□36 山根和夫
□37 山崎隆造
□38 大野　豊
□39 達川光男
□40 金石昭人
□41 長嶋清幸
□42 川口和久
□43 津田恒実
□44 西田真二
□45 白武佳久
□46 川端　順
□47 小早川毅彦
□48 正田耕三
□49 長冨浩志
□50 緒方孝市 
□51 西山秀二
□52 江藤　智
□53 野村謙二郎
□54 浅井　樹
□55 佐々岡真司



□56 前田智徳　
□57 金本知憲
□58 町田公二郎
□59 山内泰幸
□60 木村拓也
□61 高橋　建
□62 嶋　重宣 
□63 横山竜士 
□64 澤﨑俊和
□65 黒田博樹
□66 東出輝裕
□67 新井貴浩
□68 栗原健太
□69 廣瀬　純
□70 大竹　寛
□71 天谷宗一郎　
□72 永川勝浩
□73 梵　英心 
□74 前田健太 
□75 丸　佳浩
□76 赤松真人
〈現役選手〉 
□77 大瀬良大地
□78 今村　猛
□79 野村祐輔
□80 中﨑翔太
□81 床田寛樹
□82 ジョンソン
□83 會澤　翼
□84 石原慶幸
□85 田中広輔
□86 菊池涼介
□87 小園海斗
□88 西川龍馬
□89 鈴木誠也
□90 松山竜平
[インサートカード] 
〈DREAM TEAM〉 
※各200枚限定の銀紙+ホロPP版
※各150枚限定の金紙版
※各75枚限定の金紙+ホロPP版
※各90枚限定の金箔サイン版（*印／カードデザインはサインカード仕様）
※各30枚限定の赤箔サイン版（*印／カードデザインはサインカード仕様）
□CDT01 北別府学
□CDT02 大野　豊
□CDT03 津田恒実*
□CDT04 達川光男
□CDT05 新井貴浩
□CDT06 菊池涼介
□CDT07 衣笠祥雄*
□CDT08 髙橋慶彦
□CDT09 山本浩二
□CDT10 緒方孝市 
□CDT11 前田智徳　
[スペシャルインサートカード]
〈直筆サインカード（通常版）〉
□ 阿南準郎 90枚
□ 古葉竹識 120枚
□ 大石　清 90枚



□ 興津立雄 120枚
□ 安仁屋宗八 120枚
□ 外木場義郎 120枚
□ 水谷実雄 120枚
□ 大石弥太郎 120枚
□ 水沼四郎 120枚
□ 山本浩二 45枚
□ 金城基泰 90枚
□ 佐伯和司 120枚
□ 高橋里志 105枚
□ 池谷公二郎 90枚
□ 木下富雄 90枚
□ ホプキンス 119枚
□ 大下剛史 120枚
□ 高橋慶彦 90枚
□ 小林誠二 120枚
□ 長内　孝 120枚
□ 北別府学 90枚
□ 山根和夫 90枚
□ 山崎隆造 120枚
□ 大野　豊 70枚
□ 達川光男 90枚
□ 金石昭人 90枚
□ 長嶋清幸 120枚
□ 川口和久 120枚
□ 西田真二 120枚
□ 川端　順 120枚
□ 小早川毅彦 120枚
□ 正田耕三 90枚
□ 長冨浩志 120枚
□ 緒方孝市 20枚
□ 西山秀二 90枚
□ 野村謙二郎 90枚
□ 佐々岡真司 30枚
□ 前田智徳　 20枚
□ 金本知憲 30枚
□ 町田公二郎 90枚
□ 山内泰幸 120枚
□ 嶋　重宣 90枚
□ 横山竜士 60枚
□ 澤﨑俊和 60枚
□ 黒田博樹 30枚
□ 東出輝裕 60枚
□ 新井貴浩 70枚
□ 廣瀬　純 60枚
□ 天谷宗一郎　 120枚
□ 永川勝浩 60枚
□ 梵　英心 90枚
□ 赤松真人 60枚
□ 大瀬良大地 10枚
□ 今村　猛 20枚
□ 野村祐輔 10枚
□ 中﨑翔太 10枚
□ 床田寛樹 20枚
□ ジョンソン 10枚
□ 會澤　翼 10枚
□ 石原慶幸 10枚
□ 田中広輔 5枚
□ 菊池涼介 7枚



□ 小園海斗 10枚
□ 鈴木誠也 5枚
□ 松山竜平 10枚
<直筆サインカード（DREAM TEAM版）>
□ 北別府学 30枚
□ 大野　豊 20枚
□ 達川光男 30枚
□ 新井貴浩 20枚
□ 菊池涼介 3枚
□ 髙橋慶彦 30枚
□ 山本浩二 15枚
□ 緒方孝市 10枚
□ 前田智徳　 10枚


