
BBMベースボールカードセット2021 ICONS -PROGRESS-

［レギュラーカード］

〈レギュラー〉

□01 石川柊太 （H）

□02 栗原陵矢 （H）

□03 周東佑京 （H）

□04 安田尚憲 （M）

□05 藤原恭大 （M）

□06 和田康士朗 （M）

□07 平良海馬 （L）

□08 渡部健人 （L）

□09 鈴木将平 （L）

□10 早川隆久 （E）

□11 小深田大翔 （E）

□12 黒川史陽 （E）

□13 伊藤大海 （F）

□14 河野竜生 （F）

□15 野村佑希 （F）

□16 宮城大弥 （B）

□17 山本由伸 （B）

□18 大下誠一郎 （B）

□19 戸郷翔征 （G）

□20 増田大輝 （G）

□21 岡本和真 （G）

□22 佐藤輝明 （T）

□23 小幡竜平 （T）

□24 井上広大 （T）

□25 髙橋宏斗 （D）

□26 大野雄大 （D）

□27 岡林勇希 （D）

□28 伊勢大夢 （DB）

□29 入江大生 （DB）

□30 佐野恵太 （DB）

□31 森下暢仁 （C）

□32 坂倉将吾 （C）

□33 堂林翔太 （C）

□34 奥川恭伸 （S）

□35 清水　昇 （S）

□36 宮本　丈 （S）



［スペシャルインサートカード］

〈EXTREME2021〉

※各90枚限定の通常版 

※各15枚限定のホロ箔版

□PE01 渡部健人 （L）

□PE02 早川隆久 （E）

□PE03 伊藤大海 （F）

□PE04 佐藤輝明 （T）

□PE05 髙橋宏斗 （D）

□PE06 入江大生 （DB）

〈箔プリントカード〉

※各100枚または105枚限定の通常版 

※各30枚限定のホロ箔版

※各15枚限定の赤箔版

□PP01 周東佑京 （H） 100枚

□PP02 藤原恭大 （M） 105枚

□PP03 平良海馬 （L） 105枚

□PP04 小深田大翔 （E） 105枚

□PP05 野村佑希 （F） 105枚

□PP06 山本由伸 （B） 100枚

□PP07 戸郷翔征 （G） 100枚

□PP08 井上広大 （T） 105枚

□PP09 大野雄大 （D） 105枚

□PP10 佐野恵太 （DB） 100枚

□PP11 堂林翔太 （C） 105枚

□PP12 清水　昇 （S） 105枚

〈箔サインカード〉

□PA01 戸郷翔征 （G）

□PA02 増田大輝 （G）

□PA03 岡本和真 （G）

□PA04 佐藤輝明 （T）

□PA05 小幡竜平 （T）

□PA06 井上広大 （T）

□PA07 森下暢仁 （C）

□PA08 坂倉将吾 （C）

□PA09 堂林翔太 （C）

※各25枚限定

〈直筆サインカード〉

□ 石川柊太 （H） 20枚



□ 栗原陵矢 （H） 10枚

□ 周東佑京 （H） 10枚

□ 安田尚憲 （M） 10枚

□ 藤原恭大 （M） 10枚

□ 和田康士朗 （M） 10枚

□ 平良海馬 （L） 10枚

□ 渡部健人 （L） 20枚

□ 鈴木将平 （L） 25枚

□ 早川隆久 （E） 5枚

□ 小深田大翔 （E） 5枚

□ 黒川史陽 （E） 5枚

□ 伊藤大海 （F） 20枚

□ 河野竜生 （F） 20枚

□ 野村佑希 （F） 20枚

□ 宮城大弥 （B） 20枚

□ 山本由伸 （B） 20枚

□ 髙橋宏斗 （D） 20枚

□ 大野雄大 （D） 30枚

□ 岡林勇希 （D） 30枚

□ 伊勢大夢 （DB） 20枚

□ 入江大生 （DB） 10枚

□ 佐野恵太 （DB） 10枚

□ 奥川恭伸 （S） 30枚

□ 清水　昇 （S） 30枚

□ 宮本　丈 （S） 45枚


