
BBM 東京ヤクルトスワローズ ベースボールカード2021
［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□S01 高津臣吾
□S02 奥川恭伸
□S03 石山泰稚 
□S04 高梨裕稔
□S05 バンデンハーク
□S06 原　樹理 
□S07 清水　昇
□S08 寺島成輝
□S09 石川雅規 
□S10 木澤尚文
□S11 山野太一
□S12 星　知弥
□S13 坂本光士郎
□S14 吉田大喜
□S15 小川泰弘
□S16 田口麗斗
□S17 杉山晃基
□S18 マクガフ
□S19 梅野雄吾
□S20 市川悠太
□S21 スアレス
□S22 大西広樹
□S23 高橋奎二 
□S24 金久保優斗
□S25 近藤弘樹
□S26 長谷川宙輝
□S27 サイスニード
□S28 鈴木裕太
□S29 久保拓眞
□S30 歳内宏明
□S31 中尾　輝 
□S32 大下佑馬
□S33 嘉手苅浩太
□S34 宮台康平
□S35 今野龍太
□S36 蔵本治孝
□S37 中村悠平
□S38 西田明央 
□S39 松本直樹
□S40 内山壮真
□S41 嶋　基宏
□S42 古賀優大 
□S43 大村　孟
□S44 奥村展征 
□S45 山田哲人 
□S46 西浦直亨 
□S47 川端慎吾 
□S48 元山飛優
□S49 内川聖一
□S50 荒木貴裕 
□S51 オスナ



□S52 宮本　丈
□S53 太田賢吾
□S54 村上宗隆
□S55 長岡秀樹
□S56 武岡龍世
□S57 松本　友
□S58 吉田大成
□S59 並木秀尊
□S60 中山翔太
□S61 塩見泰隆
□S62 青木宣親
□S63 サンタナ
□S64 山崎晃大朗 
□S65 雄平 
□S66 坂口智隆
□S67 渡邉大樹 
□S68 濱田太貴
□S69 つば九郎・つばみ・トルクーヤ
〈2020 TITLEHOLDER〉
□S70 清水　昇
□S71 村上宗隆



□S72 村上宗隆
□S73 青木宣親
〈GO FOR IT〉
□S74 寺島成輝
□S75 梅野雄吾
□S76 高橋奎二 
□S77 塩見泰隆
〈Swallows IKEMEN ELECTION〉
□S78 山田哲人 
□S79 坂口智隆
□S80 奥川恭伸
〈CHECKLIST〉
□S81 チェックリスト
［インサートカード］
〈AWESOME〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□AW1 石川雅規
□AW2 小川泰弘
□AW3 中村悠平
□AW4 山田哲人 
□AW5 西浦直亨 
□AW6 内川聖一
□AW7 村上宗隆
□AW8 塩見泰隆
□AW9 青木宣親
〈LEAD TO VICTORY〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□LV1 石山泰稚
□LV2 清水　昇
□LV3 マクガフ
〈KEEP ON GOING〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□KG1 奥川恭伸
□KG2 吉田大喜
□KG3 濱田太貴
〈千軍万馬〉
※各120枚限定の金紙版
※各90枚限定のホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□SE1 川端慎吾
□SE2 雄平 
□SE3 坂口智隆
〈Phantom〉
□PS01 石山泰稚
□PS02 石川雅規 
□PS03 小川泰弘
□PS04 田口麗斗
□PS05 中村悠平



□PS06 山田哲人 
□PS07 西浦直亨 
□PS08 内川聖一
□PS09 宮本　丈
□PS10 村上宗隆
□PS11 塩見泰隆
□PS12 青木宣親
□PS13 山崎晃大朗 
□PS14 雄平 
□PS15 坂口智隆
□PS16 濱田太貴
※各25枚限定
〈Esperanza〉
□ES01 奥川恭伸
□ES02 清水　昇
□ES03 寺島成輝
□ES04 木澤尚文
□ES05 吉田大喜
□ES06 大西広樹
□ES07 高橋奎二 
□ES08 長谷川宙輝
□ES09 長岡秀樹
□ES10 武岡龍世
□ES11 松本　友
□ES12 並木秀尊
□ES13 中山翔太
□ES14 渡邉大樹 
□ES15 つば九郎
※各50枚限定



［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 高津臣吾 60枚
□ 奥川恭伸 15枚
□ 石山泰稚 60枚
□ 高梨裕稔 90枚
□ バンデンハーク 120枚
□ 原　樹理 90枚
□ 清水　昇 49枚
□ 寺島成輝 60枚
□ 石川雅規 50枚
□ 木澤尚文 40枚
□ 山野太一 45枚
□ 星　知弥 90枚
□ 坂本光士郎 90枚
□ 吉田大喜 59枚
□ 小川泰弘 50枚
□ 田口麗斗 80枚
□ 杉山晃基 90枚
□ マクガフ 90枚
□ 梅野雄吾 60枚
□ 市川悠太 83枚
□ スアレス 90枚
□ 大西広樹 90枚
□ 高橋奎二 59枚
□ 金久保優斗 90枚
□ 近藤弘樹 90枚
□ 長谷川宙輝 60枚
□ サイスニード 120枚
□ 鈴木裕太 60枚
□ 久保拓眞 90枚
□ 歳内宏明 60枚
□ 中尾　輝 90枚
□ 大下佑馬 60枚
□ 嘉手苅浩太 50枚
□ 宮台康平 89枚
□ 今野龍太 88枚
□ 蔵本治孝 90枚
□ 中村悠平 60枚
□ 西田明央 90枚
□ 松本直樹 90枚
□ 内山壮真 45枚
□ 嶋　基宏 50枚
□ 古賀優大 90枚
□ 大村　孟 90枚
□ 奥村展征 90枚
□ 山田哲人 50枚
□ 西浦直亨 90枚
□ 川端慎吾 60枚
□ 元山飛優 45枚
□ 内川聖一 50枚
□ 荒木貴裕 90枚
□ オスナ 109枚
□ 宮本　丈 35枚



□ 太田賢吾 87枚
□ 村上宗隆 50枚
□ 長岡秀樹 60枚
□ 武岡龍世 60枚
□ 松本　友 88枚
□ 吉田大成 89枚
□ 並木秀尊 50枚
□ 中山翔太 60枚
□ 塩見泰隆 90枚
□ 青木宣親 50枚
□ サンタナ 120枚
□ 山崎晃大朗 60枚
□ 雄平 60枚
□ 坂口智隆 60枚
□ 渡邉大樹 60枚
□ 濱田太貴 50枚
□ つば九郎 60枚
□ つばみ 60枚



〈コンボ直筆サインカード〉
□ 奥川恭伸&内山壮真 5枚
□ 山野太一&元山飛優 5枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 奥川恭伸 9枚
□ 清水　昇 9枚
□ 石川雅規 9枚
□ 小川泰弘 9枚
□ 山田哲人 9枚
□ 宮本　丈 9枚
□ 村上宗隆 9枚
□ 青木宣親 9枚
□ 濱田太貴 9枚
〈1of1直筆サインカード〉
□ 奥川恭伸 1枚
□ 清水　昇 1枚
□ 石川雅規 1枚
□ 小川泰弘 1枚
□ 山田哲人 1枚
□ 宮本　丈 1枚
□ 村上宗隆 1枚
□ 青木宣親 1枚
□ 濱田太貴 1枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 田口麗斗 10枚
□ 嶋　基宏 10枚
□ 内川聖一 10枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 木澤尚文 10枚
□ 山野太一 10枚
□ 内山壮真 10枚
□ 元山飛優 10枚
□ 並木秀尊 10枚
□ 嘉手苅浩太 10枚


