
BBMベースボールカードセット2020 ICONS～FIREBALLER～

〈レギュラー〉

□01 宮川　哲 （L）

□02 松坂大輔 （L）

□03 平良海馬 （L）

□04 甲斐野央 （H）

□05 千賀滉大 （H）

□06 古谷優人 （H）

□07 松井裕樹 （E）

□08 則本昂大 （E）

□09 由規 （E）

□10 種市篤暉 （M）

□11 佐々木朗希 （M）

□12 東妻勇輔 （M）

□13 有原航平 （F）

□14 吉田輝星 （F）

□15 石川直也 （F）

□16 宮城大弥 （B）

□17 増井浩俊 （B）

□18 山本由伸 （B）

□19 戸郷翔征 （G）

□20 澤村拓一 （G）

□21 菅野智之 （G）

□22 三嶋一輝 （DB）

□23 山﨑康晃 （DB）

□24 国吉佑樹 （DB）

□25 西　純矢 （T）

□26 藤浪晋太郎 （T）

□27 藤川球児 （T）

□28 大瀬良大地 （C）

□29 森下暢仁 （C）

□30 中村恭平 （C）

□31 大野雄大 （D）

□32 梅津晃大 （D）

□33 鈴木博志 （D）

□34 奥川恭伸 （S）

□35 梅野雄吾 （S）

□36 五十嵐亮太 （S）

〈直筆サインカード〉

□ 宮川　哲 （L） 10枚

□ 平良海馬 （L） 30枚

□ 甲斐野央 （H） 10枚

□ 千賀滉大 （H） 10枚

□ 古谷優人 （H） 30枚

□ 松井裕樹 （E） 10枚

□ 則本昂大 （E） 10枚

□ 由規 （E） 30枚

□ 種市篤暉 （M） 10枚

□ 佐々木朗希 （M） 10枚

□ 東妻勇輔 （M） 20枚

□ 有原航平 （F） 20枚

□ 吉田輝星 （F） 20枚

□ 石川直也 （F） 20枚

□ 宮城大弥 （B） 20枚

□ 増井浩俊 （B） 30枚

□ 山本由伸 （B） 20枚

［レギュラーカード］

［スペシャルインサートカード］



□ 三嶋一輝 （DB） 30枚

□ 山﨑康晃 （DB） 10枚

□ 国吉佑樹 （DB） 30枚

□ 西　純矢 （T） 20枚

□ 藤浪晋太郎 （T） 30枚

□ 藤川球児 （T） 30枚

□ 大野雄大 （D） 30枚

□ 梅津晃大 （D） 30枚

□ 鈴木博志 （D） 30枚

□ 奥川恭伸 （S） 11枚

□ 梅野雄吾 （S） 30枚

□ 五十嵐亮太 （S） 29枚

〈箔サインカード〉

□FA1 戸郷翔征 （G）

□FA2 澤村拓一 （G）

□FA3 菅野智之 （G）

□FA4 大瀬良大地 （C）

□FA5 森下暢仁 （C）

□FA6 中村恭平 （C）

※各30枚限定

〈2020ルーキーカード〉

※各60枚限定の通常版

※各30枚限定のホロ版

□FR1 宮川　哲 （L）

□FR2 佐々木朗希 （M）

□FR3 宮城大弥 （B）

□FR4 西　純矢 （T）

□FR5 森下暢仁 （C）

□FR6 奥川恭伸 （S）

〈箔プリントカード〉

※各90枚限定の通常版

※各60枚限定のホロ箔版

※各30枚限定の赤箔版

□FP01 松坂大輔 （L）

□FP02 千賀滉大 （H）

□FP03 則本昂大 （E）

□FP04 種市篤暉 （M）

□FP05 有原航平 （F）

□FP06 山本由伸 （B）

□FP07 菅野智之 （G）

□FP08 山﨑康晃 （DB）

□FP09 藤川球児 （T）

□FP10 大瀬良大地 （C）

□FP11 大野雄大 （D）

□FP12 五十嵐亮太 （S）


