
BBM2021大相撲カード－レジェンド－[ヒーローズ]

［レギュラーカード］

〈レギュラー〉

□01 北勝海　信芳 横綱

□02 大乃国　康 横綱

□03 旭富士　正也 横綱

□04 武蔵丸　光洋 横綱

□05 鶴竜　力三郎 横綱

□06 稀勢の里　寛 横綱

□07 琴風　豪規 大関

□08 若嶋津　六夫 大関

□09 霧島　一博 大関

□10 千代大海　龍二 大関

□11 出島　武春 大関

□12 武双山　正士 大関

□13 雅山　哲士 大関

□14 魁皇　博之 大関

□15 栃東　大裕 大関

□16 琴欧州　勝紀 大関

□17 琴奨菊 和弘 大関

□18 豪栄道　豪太郎 大関

□19 太寿山　忠明 関脇

□20 多賀竜　昇司 関脇

□21 高望山　大造 関脇

□22 水戸泉　眞幸 関脇

□23 栃乃和歌　清隆 関脇

□24 栃司　哲史 関脇

□25 寺尾　常史 関脇

□26 安芸乃島　勝巳 関脇

□27 琴錦　功宗 関脇

□28 土佐ノ海　敏生 関脇

□29 玉春日　良二 関脇

□30 琴ノ若　晴將 関脇

□31 若の里　忍 関脇

□32 栃乃洋　泰一 関脇

□33 旭天鵬　勝 関脇

□34 玉乃島　新 関脇

□35 北勝力　英樹 関脇

□36 朝赤龍　太郎 関脇



□37 安美錦　竜児 関脇

□38 豊ノ島　大樹 関脇

□39 栃煌山　雄一郎 関脇

□40 豪風　旭 関脇

□41 嘉風　雅継 関脇

□42 勢　翔太 関脇

□43 琴勇輝 一巖 関脇

□44 大徹　忠晃 小結

□45 両国　梶之助 小結

□46 隆三杉　太一 小結

□47 智ノ花　伸哉 小結

□48 大善　尊太 小結

□49 濱ノ嶋　啓志 小結

□50 琴稲妻　佳宏 小結

□51 旭豊　勝照 小結

□52 小城錦　康年 小結

□53 栃乃花　仁 小結

□54 高見盛　精彦 小結

□55 闘牙　進 小結

□56 岩木山　竜太 小結

□57 垣添　徹 小結

□58 普天王　水 小結

□59 豊真将　紀行 小結

□60 若荒雄　匡也 小結

〈優勝伝説〉

□61 北勝海　信芳

□62 大乃国　康

□63 旭富士　正也

□64 武蔵丸　光洋

□65 鶴竜　力三郎

□66 稀勢の里　寛

□67 琴風　豪規

□68 若嶋津　六夫

□69 霧島　一博

□70 千代大海　龍二

□71 出島　武春

□72 武双山　正士

□73 魁皇　博之

□74 栃東　大裕



□75 琴欧州　勝紀

□76 琴奨菊 和弘 

□77 豪栄道　豪太郎

□78 多賀竜　昇司

□79 水戸泉　眞幸

□80 琴錦　功宗

□81 旭天鵬　勝

［スペシャルインサートカード］

〈直筆サインカード〉

□ 旭富士　正也 85枚

□ 武蔵丸　光洋 54枚

□ 鶴竜　力三郎 40枚

□ 稀勢の里　寛 85枚

□ 出島　武春（しこ名） 57枚

□ 出島　武春（しこ名・年寄名） 28枚

□ 武双山　正士 54枚

□ 雅山　哲士 55枚

□ 魁皇　博之 85枚

□ 栃東　大裕（努力） 28枚

□ 栃東　大裕（夢） 57枚

□ 琴欧州　勝紀 55枚

□ 琴奨菊　和弘 55枚

□ 豪栄道　豪太郎 54枚

□ 多賀竜　昇司 61枚

□ 水戸泉　眞幸 85枚

□ 栃乃和歌　清隆 55枚

□ 栃司　哲史 65枚

□ 安芸乃島　勝巳 85枚

□ 琴錦　功宗 54枚

□ 土佐ノ海　敏生 55枚

□ 玉春日　良二 54枚

□ 琴ノ若　晴將 66枚

□ 若の里　忍 55枚

□ 栃乃洋　泰一 84枚

□ 旭天鵬　勝 55枚

□ 安美錦　竜児 55枚

□ 豊ノ島　大樹 85枚

□ 栃煌山　雄一郎 84枚

□ 豪風　旭 55枚



□ 琴勇輝　一巖 85枚

□ 隆三杉　太一 52枚

□ 智ノ花　伸哉 55枚

□ 大善　尊太 85枚

□ 濱ノ嶋　啓志 84枚

□ 琴稲妻　佳宏 55枚

□ 旭豊　勝照 47枚

□ 小城錦　康年 55枚

□ 栃乃花　仁 83枚

□ 闘牙　進 55枚

□ 岩木山　竜太 83枚

□ 垣添　徹 55枚

□ 普天王　水 59枚

□ 豊真将　紀行 59枚

□ 若荒雄　匡也 55枚


