
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2020

［レギュラーカード]
〈レギュラー〉
※各25枚限定のグリーン箔パラレル
□RP01 宮川　哲 （Ｌ）
□RP02 浜屋将太 （Ｌ）
□RP03 松岡洸希 （Ｌ）
□RP04 佐藤直樹 （Ｈ）
□RP05 海野隆司 （Ｈ）
□RP06 津森宥紀 （Ｈ）
□RP07 小深田大翔 （Ｅ）
□RP08 黒川史陽 （Ｅ）
□RP09 津留﨑大成 （Ｅ）
□RP10 佐々木朗希 （Ｍ）
□RP11 佐藤都志也 （Ｍ）
□RP12 髙部瑛斗 （Ｍ）
□RP13 河野竜生 （Ｆ）
□RP14 立野和明 （Ｆ）
□RP15 上野響平 （Ｆ）
□RP16 宮城大弥 （Ｂ）
□RP17 紅林弘太郎 （Ｂ）
□RP18 村西良太 （Ｂ）
□RP19 堀田賢慎 （Ｇ）
□RP20 太田　龍 （Ｇ）
□RP21 菊田拡和 （Ｇ）
□RP22 森　敬斗 （DB）
□RP23 坂本裕哉 （DB）
□RP24 伊勢大夢 （DB）
□RP25 西　純矢 （Ｔ）
□RP26 井上広大 （Ｔ）
□RP27 及川雅貴 （Ｔ）
□RP28 森下暢仁 （Ｃ）
□RP29 宇草孔基 （Ｃ）
□RP30 鈴木寛人 （Ｃ）
□RP31 石川昂弥 （Ｄ）
□RP32 橋本侑樹 （Ｄ）
□RP33 岡野祐一郎 （Ｄ）
□RP34 奥川恭伸 （Ｓ）
□RP35 吉田大喜 （Ｓ）
□RP36 杉山晃基 （Ｓ）

［プレミアムインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□ 佐藤直樹 （Ｈ） ホームジャージー 150枚

※パッチ版 30枚
□ 小深田大翔 （Ｅ） ホームジャージー 150枚

※パッチ版 30枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） ビジタージャージー 150枚

※パッチ版 30枚
□ 河野竜生 （Ｆ） ホームジャージー 150枚

※パッチ版 30枚
□ 宮城大弥 （Ｂ） ホームジャージー 150枚

※パッチ版 30枚
□ 堀田賢慎 （Ｇ） アンダーシャツ 51枚

※パッチ版 1枚
□ 森　敬斗 （DB） ホームジャージー 150枚

※パッチ版 30枚
□ 西　純矢 （Ｔ） ホームジャージー 150枚



※パッチ版 30枚
□ 森下暢仁 （Ｃ） ホームジャージー 150枚

※パッチ版 30枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） バッティンググラブ 10枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） ビジタージャージー 150枚

※パッチ版 30枚

〈スーパーパッチカード〉
□ 佐藤直樹 （Ｈ） ホームジャージー 4枚
□ 小深田大翔 （Ｅ） ホームジャージー 6枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） ビジタージャージー 7枚
□ 河野竜生 （Ｆ） ホームジャージー 5枚
□ 宮城大弥 （Ｂ） ホームジャージー 6枚
□ 森　敬斗 （DB） ホームジャージー 6枚
□ 西　純矢 （Ｔ） ホームジャージー 8枚
□ 森下暢仁 （Ｃ） ホームジャージー 7枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） バッティンググラブ 2枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） ビジタージャージー 7枚

〈ブックレットカード〉
宮川　哲 （Ｌ） ボール
佐藤直樹 （Ｈ） ホームジャージー
小深田大翔 （Ｅ） ホームジャージー
佐々木朗希 （Ｍ） ビジタージャージー
河野竜生 （Ｆ） ホームジャージー
宮城大弥 （Ｂ） ホームジャージー
堀田賢慎 （Ｇ） アンダーシャツ
森　敬斗 （DB） ホームジャージー
西　純矢 （Ｔ） ホームジャージー
森下暢仁 （Ｃ） ホームジャージー
石川昂弥 （Ｄ） バッティンググラブ
奥川恭伸 （Ｓ） 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〉
□ 宮川　哲 （Ｌ） 30枚
□ 浜屋将太 （Ｌ） 45枚
□ 松岡洸希 （Ｌ） 45枚
□ 川野涼多 （Ｌ） 45枚
□ 柘植世那 （Ｌ） 45枚
□ 井上広輝 （Ｌ） 45枚
□ 上間永遠 （Ｌ） 45枚
□ 岸潤一郎 （Ｌ） 44枚
□ 佐藤直樹 （Ｈ） 45枚
□ 海野隆司 （Ｈ） 35枚
□ 津森宥紀 （Ｈ） 35枚
□ 小林珠維 （Ｈ） 35枚
□ 柳町　達 （Ｈ） 35枚
□ 小深田大翔 （Ｅ） 30枚
□ 黒川史陽 （Ｅ） 30枚
□ 津留﨑大成 （Ｅ） 35枚
□ 武藤敦貴 （Ｅ） 35枚
□ 福森耀真 （Ｅ） 35枚
□ 瀧中瞭太 （Ｅ） 35枚
□ 水上　桂 （Ｅ） 34枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） 6枚
□ 佐藤都志也 （Ｍ） 20枚
□ 髙部瑛斗 （Ｍ） 20枚
□ 横山陸人 （Ｍ） 20枚

□ 10枚



□ 福田光輝 （Ｍ） 20枚
□ 河野竜生 （Ｆ） 35枚
□ 立野和明 （Ｆ） 45枚
□ 上野響平 （Ｆ） 45枚
□ 鈴木健矢 （Ｆ） 45枚
□ 望月大希 （Ｆ） 45枚
□ 梅林優貴 （Ｆ） 45枚
□ 片岡奨人 （Ｆ） 45枚
□ 宮城大弥 （Ｂ） 45枚
□ 紅林弘太郎 （Ｂ） 44枚
□ 村西良太 （Ｂ） 45枚
□ 前佑囲斗 （Ｂ） 45枚
□ 勝俣翔貴 （Ｂ） 44枚
□ 森　敬斗 （DB） 34枚
□ 坂本裕哉 （DB） 60枚
□ 伊勢大夢 （DB） 59枚
□ 東妻純平 （DB） 60枚
□ 田部隼人 （DB） 60枚
□ 蝦名達夫 （DB） 60枚
□ 浅田将汰 （DB） 60枚
□ 西　純矢 （Ｔ） 20枚
□ 井上広大 （Ｔ） 45枚
□ 及川雅貴 （Ｔ） 44枚
□ 遠藤　成 （Ｔ） 45枚
□ 藤田健斗 （Ｔ） 44枚
□ 小川一平 （Ｔ） 44枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） 30枚
□ 橋本侑樹 （Ｄ） 45枚
□ 岡野祐一郎 （Ｄ） 44枚
□ 郡司裕也 （Ｄ） 45枚
□ 岡林勇希 （Ｄ） 44枚
□ 竹内龍臣 （Ｄ） 43枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） 32枚
□ 吉田大喜 （Ｓ） 44枚
□ 杉山晃基 （Ｓ） 45枚
□ 大西広樹 （Ｓ） 45枚
□ 長岡秀樹 （Ｓ） 44枚
□ 武岡龍世 （Ｓ） 44枚

〈直筆サインカード（縦版）※シール版〉
□ 宮川　哲 （Ｌ） 10枚
□ 浜屋将太 （Ｌ） 15枚
□ 松岡洸希 （Ｌ） 15枚
□ 川野涼多 （Ｌ） 15枚
□ 柘植世那 （Ｌ） 15枚
□ 井上広輝 （Ｌ） 15枚
□ 上間永遠 （Ｌ） 15枚
□ 岸潤一郎 （Ｌ） 15枚
□ 佐藤直樹 （Ｈ） 15枚
□ 海野隆司 （Ｈ） 15枚
□ 津森宥紀 （Ｈ） 15枚
□ 小林珠維 （Ｈ） 15枚
□ 柳町　達 （Ｈ） 15枚
□ 小深田大翔 （Ｅ） 10枚
□ 黒川史陽 （Ｅ） 15枚
□ 津留﨑大成 （Ｅ） 15枚
□ 武藤敦貴 （Ｅ） 15枚
□ 福森耀真 （Ｅ） 15枚
□ 瀧中瞭太 （Ｅ） 15枚



□ 水上　桂 （Ｅ） 15枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） 3枚
□ 佐藤都志也 （Ｍ） 10枚
□ 髙部瑛斗 （Ｍ） 10枚
□ 横山陸人 （Ｍ） 5枚
□ 福田光輝 （Ｍ） 10枚
□ 河野竜生 （Ｆ） 15枚
□ 立野和明 （Ｆ） 15枚
□ 上野響平 （Ｆ） 15枚
□ 鈴木健矢 （Ｆ） 15枚
□ 望月大希 （Ｆ） 15枚
□ 梅林優貴 （Ｆ） 15枚
□ 片岡奨人 （Ｆ） 15枚
□ 宮城大弥 （Ｂ） 15枚
□ 紅林弘太郎 （Ｂ） 15枚
□ 村西良太 （Ｂ） 15枚
□ 前佑囲斗 （Ｂ） 15枚
□ 勝俣翔貴 （Ｂ） 15枚
□ 森　敬斗 （DB） 15枚
□ 坂本裕哉 （DB） 20枚
□ 伊勢大夢 （DB） 20枚
□ 東妻純平 （DB） 20枚
□ 田部隼人 （DB） 20枚
□ 蝦名達夫 （DB） 20枚
□ 浅田将汰 （DB） 20枚
□ 西　純矢 （Ｔ） 10枚
□ 井上広大 （Ｔ） 15枚
□ 及川雅貴 （Ｔ） 15枚
□ 遠藤　成 （Ｔ） 15枚
□ 藤田健斗 （Ｔ） 15枚
□ 小川一平 （Ｔ） 15枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） 10枚
□ 橋本侑樹 （Ｄ） 15枚
□ 岡野祐一郎 （Ｄ） 15枚
□ 郡司裕也 （Ｄ） 15枚
□ 岡林勇希 （Ｄ） 15枚
□ 竹内龍臣 （Ｄ） 15枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） 11枚
□ 吉田大喜 （Ｓ） 15枚
□ 杉山晃基 （Ｓ） 15枚
□ 大西広樹 （Ｓ） 15枚
□ 長岡秀樹 （Ｓ） 15枚
□ 武岡龍世 （Ｓ） 15枚

〈直筆サインカード（直書き版）〉
□ 宮川　哲 （Ｌ） 50枚
□ 浜屋将太 （Ｌ） 50枚
□ 松岡洸希 （Ｌ） 50枚
□ 佐藤直樹 （Ｈ） 45枚
□ 海野隆司 （Ｈ） 47枚
□ 津森宥紀 （Ｈ） 50枚
□ 小深田大翔 （Ｅ） 49枚
□ 黒川史陽 （Ｅ） 44枚
□ 津留﨑大成 （Ｅ） 50枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） 50枚
□ 佐藤都志也 （Ｍ） 50枚
□ 髙部瑛斗 （Ｍ） 45枚
□ 福田光輝 （Ｍ） 50枚
□ 河野竜生 （Ｆ） 23枚



□ 立野和明 （Ｆ） 46枚
□ 上野響平 （Ｆ） 50枚
□ 宮城大弥 （Ｂ） 50枚
□ 紅林弘太郎 （Ｂ） 48枚
□ 村西良太 （Ｂ） 50枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） 48枚
□ 橋本侑樹 （Ｄ） 50枚
□ 岡野祐一郎 （Ｄ） 49枚
□ 郡司裕也 （Ｄ） 46枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） 50枚
□ 吉田大喜 （Ｓ） 47枚
□ 杉山晃基 （Ｓ） 47枚


