
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2021

［レギュラーカード]
〈レギュラー〉
※各25枚限定のグリーン箔版
□RP01 井上朋也 （Ｈ）
□RP02 笹川吉康 （Ｈ）
□RP03 牧原巧汰 （Ｈ）
□RP04 鈴木昭汰 （Ｍ）
□RP05 中森俊介 （Ｍ）
□RP06 小川龍成 （Ｍ）
□RP07 渡部健人 （Ｌ）
□RP08 若林楽人 （Ｌ）
□RP09 ブランドン （Ｌ）
□RP10 早川隆久 （Ｅ）
□RP11 高田孝一 （Ｅ）
□RP12 内間拓馬 （Ｅ）
□RP13 伊藤大海 （Ｆ）
□RP14 五十幡亮汰 （Ｆ）
□RP15 今川優馬 （Ｆ）
□RP16 山下舜平大 （Ｂ）
□RP17 元　謙太 （Ｂ）
□RP18 来田涼斗 （Ｂ）
□RP19 平内龍太 （Ｇ）
□RP20 中山礼都 （Ｇ）
□RP21 秋広優人 （Ｇ）
□RP22 佐藤輝明 （Ｔ）
□RP23 伊藤将司 （Ｔ）
□RP24 中野拓夢 （Ｔ）
□RP25 髙橋宏斗 （Ｄ）
□RP26 森　博人 （Ｄ）
□RP27 土田龍空 （Ｄ）
□RP28 入江大生 （DB）
□RP29 牧　秀悟 （DB）
□RP30 池谷蒼大 （DB）
□RP31 栗林良吏 CARP
□RP32 森浦大輔 CARP
□RP33 大道温貴 CARP
□RP34 木澤尚文 （Ｓ）
□RP35 内山壮真 （Ｓ）
□RP36 元山飛優 （Ｓ）

［プレミアムインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□ 鈴木昭汰 （Ｍ） ホームジャージー 200枚

※パッチ版 30枚
□ 早川隆久 （Ｅ） ビジタージャージー 200枚

※パッチ版 30枚
□ 伊藤大海 （Ｆ） ホームジャージー 200枚

※パッチ版 30枚
□ 山下舜平大 （Ｂ） ホームジャージー 200枚

※パッチ版 30枚
□ 平内龍太 （Ｇ） アンダーシャツ 83枚
□ 佐藤輝明 （Ｔ） ビジタージャージー 200枚

※パッチ版 30枚
□ 髙橋宏斗 （Ｄ） アンダーシャツ 82枚

※パッチ版 1枚
□ 入江大生 （DB） ホームジャージー 200枚

※パッチ版 30枚



□ 栗林良吏 CARP ホームジャージー 200枚
※パッチ版 30枚

□ 木澤尚文 （Ｓ） ホームジャージー 200枚
※パッチ版 30枚

〈スーパーパッチカード〉
□ 鈴木昭汰 （Ｍ） ホームジャージー 9枚
□ 早川隆久 （Ｅ） ビジタージャージー 5枚
□ 伊藤大海 （Ｆ） ホームジャージー 5枚
□ 山下舜平大 （Ｂ） ホームジャージー 7枚
□ 佐藤輝明 （Ｔ） ビジタージャージー 6枚
□ 入江大生 （DB） ホームジャージー 7枚
□ 栗林良吏 CARP ホームジャージー 8枚
□ 木澤尚文 （Ｓ） ホームジャージー 6枚

〈ブックレットカード〉
井上朋也 （Ｈ） ホームジャージー
鈴木昭汰 （Ｍ） ホームジャージー
渡部健人 （Ｌ） ボール
早川隆久 （Ｅ） ビジタージャージー
伊藤大海 （Ｆ） ホームジャージー
山下舜平大 （Ｂ） ホームジャージー
平内龍太 （Ｇ） アンダーシャツ
佐藤輝明 （Ｔ） ビジタージャージー
髙橋宏斗 （Ｄ） アンダーシャツ
入江大生 （DB） ホームジャージー
栗林良吏 CARP ホームジャージー
木澤尚文 （Ｓ） ホームジャージー

※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〉
□ 井上朋也 （Ｈ） 15枚
□ 笹川吉康 （Ｈ） 15枚
□ 牧原巧汰 （Ｈ） 15枚
□ 川原田純平 （Ｈ） 15枚
□ 田上奏大 （Ｈ） 15枚
□ 鈴木昭汰 （Ｍ） 15枚
□ 中森俊介 （Ｍ） 20枚
□ 小川龍成 （Ｍ） 20枚
□ 河村説人 （Ｍ） 20枚
□ 西川僚祐 （Ｍ） 20枚
□ 渡部健人 （Ｌ） 35枚
□ 佐々木健 （Ｌ） 45枚
□ 山村崇嘉 （Ｌ） 45枚
□ 若林楽人 （Ｌ） 44枚
□ 大曲　錬 （Ｌ） 45枚
□ ブランドン （Ｌ） 44枚
□ 仲三河優太 （Ｌ） 43枚
□ 水上由伸 （Ｌ） 45枚
□ 早川隆久 （Ｅ） 7枚
□ 高田孝一 （Ｅ） 15枚
□ 藤井　聖 （Ｅ） 15枚
□ 内間拓馬 （Ｅ） 20枚
□ 入江大樹 （Ｅ） 20枚
□ 内　星龍 （Ｅ） 20枚
□ 伊藤大海 （Ｆ） 15枚
□ 五十幡亮汰 （Ｆ） 45枚
□ 古川裕大 （Ｆ） 45枚
□ 細川凌平 （Ｆ） 44枚

□ 10枚



□ 根本悠楓 （Ｆ） 45枚
□ 今川優馬 （Ｆ） 44枚
□ 山下舜平大 （Ｂ） 44枚
□ 元　謙太 （Ｂ） 45枚
□ 来田涼斗 （Ｂ） 45枚
□ 中川　颯 （Ｂ） 45枚
□ 中川拓真 （Ｂ） 45枚
□ 阿部翔太 （Ｂ） 44枚
□ 佐野如一 （Ｂ） 44枚
□ 髙橋宏斗 （Ｄ） 20枚
□ 森　博人 （Ｄ） 45枚
□ 土田龍空 （Ｄ） 45枚
□ 福島章太 （Ｄ） 45枚
□ 加藤　翼 （Ｄ） 45枚
□ 三好大倫 （Ｄ） 45枚
□ 入江大生 （DB） 45枚
□ 牧　秀悟 （DB） 40枚
□ 松本隆之介 （DB） 60枚
□ 小深田大地 （DB） 60枚
□ 池谷蒼大 （DB） 57枚
□ 髙田琢登 （DB） 58枚
□ 木澤尚文 （Ｓ） 44枚
□ 山野太一 （Ｓ） 44枚
□ 内山壮真 （Ｓ） 45枚
□ 元山飛優 （Ｓ） 45枚
□ 並木秀尊 （Ｓ） 44枚
□ 嘉手苅浩太 （Ｓ） 44枚

〈直筆サインカード（縦版）※シール版〉
□ 井上朋也 （Ｈ） 5枚
□ 笹川吉康 （Ｈ） 5枚
□ 牧原巧汰 （Ｈ） 5枚
□ 川原田純平 （Ｈ） 5枚
□ 田上奏大 （Ｈ） 5枚
□ 鈴木昭汰 （Ｍ） 5枚
□ 中森俊介 （Ｍ） 10枚
□ 小川龍成 （Ｍ） 10枚
□ 河村説人 （Ｍ） 10枚
□ 西川僚祐 （Ｍ） 10枚
□ 渡部健人 （Ｌ） 15枚
□ 佐々木健 （Ｌ） 15枚
□ 山村崇嘉 （Ｌ） 14枚
□ 若林楽人 （Ｌ） 15枚
□ 大曲　錬 （Ｌ） 15枚
□ ブランドン （Ｌ） 15枚
□ 仲三河優太 （Ｌ） 15枚
□ 水上由伸 （Ｌ） 15枚
□ 早川隆久 （Ｅ） 3枚
□ 高田孝一 （Ｅ） 5枚
□ 藤井　聖 （Ｅ） 5枚
□ 内間拓馬 （Ｅ） 10枚
□ 入江大樹 （Ｅ） 10枚
□ 内　星龍 （Ｅ） 7枚
□ 伊藤大海 （Ｆ） 4枚
□ 五十幡亮汰 （Ｆ） 15枚
□ 古川裕大 （Ｆ） 15枚
□ 細川凌平 （Ｆ） 15枚
□ 根本悠楓 （Ｆ） 15枚
□ 今川優馬 （Ｆ） 10枚



□ 山下舜平大 （Ｂ） 15枚
□ 元　謙太 （Ｂ） 15枚
□ 来田涼斗 （Ｂ） 15枚
□ 中川　颯 （Ｂ） 15枚
□ 中川拓真 （Ｂ） 15枚
□ 阿部翔太 （Ｂ） 15枚
□ 佐野如一 （Ｂ） 15枚
□ 髙橋宏斗 （Ｄ） 10枚
□ 森　博人 （Ｄ） 15枚
□ 土田龍空 （Ｄ） 15枚
□ 福島章太 （Ｄ） 15枚
□ 加藤　翼 （Ｄ） 15枚
□ 三好大倫 （Ｄ） 15枚
□ 入江大生 （DB） 15枚
□ 牧　秀悟 （DB） 10枚
□ 松本隆之介 （DB） 20枚
□ 小深田大地 （DB） 20枚
□ 池谷蒼大 （DB） 20枚
□ 髙田琢登 （DB） 19枚
□ 木澤尚文 （Ｓ） 15枚
□ 山野太一 （Ｓ） 15枚
□ 内山壮真 （Ｓ） 15枚
□ 元山飛優 （Ｓ） 10枚
□ 並木秀尊 （Ｓ） 15枚
□ 嘉手苅浩太 （Ｓ） 10枚

〈直筆サインカード（直書き版）〉
□ 井上朋也 （Ｈ） 48枚
□ 笹川吉康 （Ｈ） 50枚
□ 牧原巧汰 （Ｈ） 49枚
□ 鈴木昭汰 （Ｍ） 49枚
□ 中森俊介 （Ｍ） 48枚
□ 小川龍成 （Ｍ） 48枚
□ 河村説人 （Ｍ） 50枚
□ 渡部健人 （Ｌ） 47枚
□ 山村崇嘉 （Ｌ） 48枚
□ 若林楽人 （Ｌ） 49枚
□ ブランドン （Ｌ） 50枚
□ 高田孝一 （Ｅ） 50枚
□ 内間拓馬 （Ｅ） 43枚
□ 伊藤大海 （Ｆ） 50枚
□ 五十幡亮汰 （Ｆ） 48枚
□ 古川裕大 （Ｆ） 50枚
□ 山下舜平大 （Ｂ） 40枚
□ 元　謙太 （Ｂ） 50枚
□ 来田涼斗 （Ｂ） 48枚
□ 髙橋宏斗 （Ｄ） 50枚
□ 森　博人 （Ｄ） 50枚
□ 土田龍空 （Ｄ） 49枚
□ 木澤尚文 （Ｓ） 50枚
□ 内山壮真 （Ｓ） 48枚
□ 元山飛優 （Ｓ） 50枚
□ 並木秀尊 （Ｓ） 48枚


