
2021BBM ベースボールカード ルーキー伝説

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□LR01 中西　太 （L）
□LR02 長嶋茂雄 （G）
□LR03 張本　勲 （F）
□LR04 権藤　博 （D）
□LR05 城之内邦雄 （G）
□LR06 堀内恒夫 （G）
□LR07 高田　繁 （G）
□LR08 田淵幸一 （T）
□LR09 山本浩二 （C）
□LR10 有藤通世 （O）
□LR11 掛布雅之 （T）
□LR12 木田　勇 （F）
□LR13 岡田彰布 （T）
□LR14 石毛宏典 （L）
□LR15 原　辰徳 （G）
□LR16 津田恒実 （C）
□LR17 長冨浩志 （C）
□LR18 西崎幸広 （F）
□LR19 阿波野秀幸 （Bu）
□LR20 近藤真市 （D）
□LR21 立浪和義 （D）
□LR22 川崎憲次郎 （S）
□LR23 石井浩郎 （Bu）
□LR24 与田　剛 （D）
□LR25 佐々岡真司 （C）
□LR26 酒井光次郎 （F）
□LR27 西村龍次 （S）
□LR28 潮崎哲也 （L）
□LR29 長谷川滋利 （BW）
□LR30 伊藤智仁 （S）
□LR31 松井秀喜 （G）
□LR32 山内泰幸 （C）
□LR33 仁志敏久 （G）
□LR34 谷　佳知 （BW）
□LR35 小坂　誠 （M）
□LR36 藤田宗一 （M）
□LR37 小林幹英 （C）
□LR38 坪井智哉 （T）
□LR39 高橋由伸 （G）
□LR40 川上憲伸 （D）
□LR41 川越英隆 （BW）
□LR42 岩瀬仁紀 （D）
□LR43 上原浩治 （G）
□LR44 二岡智宏 （G）
□LR45 福原　忍 （T）
□LR46 福留孝介 （D）
□LR47 松坂大輔 （L）
□LR48 阿部慎之助 （G）
□LR49 新垣　渚 （H）
□LR50 木佐貫洋 （G）



□LR51 永川勝浩 （C）
□LR52 村田修一 （YB）
□LR53 久保田智之 （T）
□LR54 和田　毅 （H）
□LR55 ダルビッシュ有 （F）
□LR56 梵　英心 （C）
□LR57 田中将大 （E）
□LR58 坂本勇人 （G）
□LR59 長野久義 （G）
□LR60 牧田和久 （L）
□LR61 山田哲人 （S）
□LR62 千賀滉大 （H）
□LR63 野村祐輔 （C）
□LR64 益田直也 （M）
□LR65 菅野智之 （G）
□LR66 小川泰弘 （S）
□LR67 則本昂大 （E）
□LR68 藤浪晋太郎 （T）
□LR69 石川　歩 （M）
□LR70 大瀬良大地 （C）
□LR71 森　友哉 （L）
□LR72 松井裕樹 （E）
□LR73 山﨑康晃 （DB）
□LR74 吉田正尚 （B）
□LR75 源田壮亮 （L）
□LR76 京田陽太 （D）
□LR77 田中和基 （E）
□LR78 山岡泰輔 （B）
□LR79 山本由伸 （B）
□LR80 東　克樹 （DB）
□LR81 平良海馬 （L）
□LR82 村上宗隆 （S）
□LR83 近本光司 （T）
□LR84 森下暢仁 （C）
□LR85 宮城大弥 （B）
□LR86 中野拓夢 （T）
□LR87 栗林良吏 （C）
□LR88 伊藤大海 （F）
□LR89 牧　秀悟 （DB）
□LR90 佐藤輝明 （T）
［インサートカード］
〈SELECT〉
※各150枚限定のホロPP版
□SE1 中西　太 （L）

村上宗隆 （S）
□SE2 長嶋茂雄 （G）

佐藤輝明 （T）
□SE3 田淵幸一 （T）

山本浩二 （C）
□SE4 原　辰徳 （G）

津田恒実 （C）
□SE5 西崎幸広 （F）

阿波野秀幸 （Bu）
□SE6 与田　剛 （D）



佐々岡真司 （C）
□SE7 高橋由伸 （G）

川上憲伸 （D）
□SE8 上原浩治 （G）

松坂大輔 （L）
□SE9 田中将大 （E）

坂本勇人 （G）
〈スペシャル箔サインカード〉
※各100枚限定の金箔版
※各50枚限定のホロ箔版
□ 山本浩二 （C）
□ 原　辰徳 （G）
□ 津田恒実 （C）
□ 佐々岡真司 （C）
□ 松井秀喜 （G）
□ 仁志敏久 （G）
□ 小坂　誠 （M）
□ 小林幹英 （C）
□ 坪井智哉 （T）
□ 川上憲伸 （D）
□ 川越英隆 （BW）
□ 上原浩治 （G）
□ 二岡智宏 （G）
□ 福原　忍 （T）
□ 福留孝介 （D）
□ 阿部慎之助 （G）
□ 木佐貫洋 （G）
□ 永川勝浩 （C）
□ 村田修一 （BY）
□ 久保田智之 （T）
□ 和田　毅 （H）
□ ダルビッシュ有 （F）
□ 梵　英心 （C）
□ 田中将大 （E）
□ 坂本勇人 （G）
□ 長野久義 （G）
□ 野村祐輔 （C）
□ 菅野智之 （G）
□ 小川泰弘 （S）
□ 藤浪晋太郎 （T）
□ 大瀬良大地 （C）
□ 東　克樹 （DB）
□ 近本光司 （T）
□ 森下暢仁 （C）
□ 中野拓夢 （T）
□ 栗林良吏 （C）
□ 佐藤輝明 （T）
〈Phantom〉
□PLR01 長嶋茂雄 （G）
□PLR02 田淵幸一 （T）
□PLR03 原　辰徳 （G）
□PLR04 津田恒実 （C）
□PLR05 伊藤智仁 （S）
□PLR06 松井秀喜 （G）



□PLR07 高橋由伸 （G）
□PLR08 松坂大輔 （L）
□PLR09 ダルビッシュ有 （F）
□PLR10 坂本勇人 （G）
□PLR11 山本由伸 （B）
□PLR12 佐藤輝明 （T）
※各25枚限定
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 中西　太 （L） 117枚
□ 長嶋茂雄 （G） 3枚
□ 張本　勲 （F） 89枚
□ 権藤　博 （D） 117枚
□ 城之内邦雄 （G） 92枚
□ 堀内恒夫 （G） 117枚
□ 高田　繁 （G） 117枚
□ 田淵幸一 （T） 117枚
□ 有藤通世 （O） 118枚
□ 掛布雅之 （T） 90枚
□ 木田　勇 （F） 87枚
□ 岡田彰布 （T） 85枚
□ 石毛宏典 （L） 87枚
□ 長冨浩志 （C） 89枚
□ 西崎幸広 （F） 117枚
□ 阿波野秀幸 （Bu） 59枚
□ 近藤真市 （D） 90枚
□ 立浪和義 （D） 118枚
□ 川崎憲次郎 （S） 119枚
□ 石井浩郎 （Bu） 118枚
□ 与田　剛 （D） 86枚
□ 酒井光次郎 （F） 88枚
□ 潮崎哲也 （L） 59枚
□ 西村龍次 （S） 86枚
□ 長谷川滋利 （BW） 118枚
□ 伊藤智仁 （S） 89枚
□ 山内泰幸 （C） 89枚
□ 谷　佳知 （BW） 90枚
□ 藤田宗一 （M） 89枚
□ 高橋由伸 （G） 30枚
□ 岩瀬仁紀 （D） 88枚
□ 松坂大輔 （L） 5枚
□ 新垣　渚 （H） 66枚
□ 牧田和久 （L） 10枚
□ 山田哲人 （S） 10枚
□ 千賀滉大 （H） 5枚
□ 益田直也 （M） 5枚
□ 則本昂大 （E） 30枚
□ 石川　歩 （M） 5枚
□ 森　友哉 （L） 20枚
□ 松井裕樹 （E） 10枚
□ 山﨑康晃 （DB） 10枚
□ 吉田正尚 （B） 20枚
□ 源田壮亮 （L） 10枚
□ 京田陽太 （D） 20枚



□ 田中和基 （E） 10枚
□ 山岡泰輔 （B） 10枚
□ 山本由伸 （B） 10枚
□ 平良海馬 （L） 9枚
□ 村上宗隆 （S） 10枚
□ 宮城大弥 （B） 10枚
□ 伊藤大海 （F） 65枚
□ 牧　秀悟 （DB） 20枚


