
2021BBMベースボールカード　阪神タイガースヒストリー1935-2021

[レギュラーカード] 
〈球団の歴史〉
□01 黎明期のタイガース
□02 戦後初の優勝から2リーグ分立へ
□03 藤本定義監督の下、2度優勝
□04 V9巨人に対抗も優勝は果たせず
□05 21年ぶりの優勝から初の日本一へ
□06 星野仙一監督の下、18年ぶりに優勝
□07 新時代のタイガース
〈球団OB〉
□08 小山正明
□09 吉田義男
□10 安藤統男
□11 藤井栄治
□12 辻　恭彦
□13 若生智男
□14 古沢憲司
□15 藤田　平
□16 川藤幸三
□17 田淵幸一
□18 上田次朗
□19 谷村智啓
□20 山本和行
□21 掛布雅之
□22 佐野仙好
□23 工藤一彦
□24 江本孟紀
□25 池内　豊 
□26 伊藤文隆
□27 若菜嘉晴
□28 真弓明信
□29 北村照文
□30 岡田彰布
□31 中田良弘
□32 福間　納
□33 平田勝男
□34 バース
□35 木戸克彦
□36 弘田澄男
□37 池田親興
□38 仲田幸司
□39 中西清起
□40 長崎慶一
□41 和田　豊
□42 遠山奬志
□43 八木　裕
□44 野田浩司
□45 亀山　努
□46 中込　伸
□47 湯舟敏郎
□48 田村　勤
□49 久慈照嘉
□50 桧山進次郎
□51 藪　恵壹
□52 川尻哲郎
□53 濱中　治
□54 今岡　誠



□55 関本賢太郎
□56 坪井智哉
□57 井川　慶
□58 矢野燿大
□59 福原　忍
□60 藤川球児
□61 藤本敦士
□62 赤星憲広
□63 片岡篤史
□64 安藤優也
□65 下柳　剛
□66 金本知憲
□67 久保田智之
□68 鳥谷　敬
□69 能見篤史
□70 大和
□71 平野恵一
□72 新井貴浩
□73 上本博紀
□74 西岡　剛
□75 福留孝介
〈現役選手〉
□76 西　勇輝
□77 岩貞祐太
□78 藤浪晋太郎
□79 岩田　稔
□80 秋山拓巳
□81 青柳晃洋
□82 スアレス
□83 梅野隆太郎
□84 原口文仁
□85 大山悠輔
□86 佐藤輝明
□87 糸原健斗
□88 中野拓夢
□89 近本光司
□90 糸井嘉男
[インサートカード]
〈Legend of Tigers〉
※各200枚限定の金紙版
※各150枚限定のホロPP版①
※各100枚限定の金紙ホロPP版①
※各75枚限定のホロPP版②
※各50枚限定の金紙ホロPP版②
□LT01 藤田　平
□LT02 田淵幸一
□LT03 掛布雅之
□LT04 真弓明信
□LT05 岡田彰布
□LT06 バース
□LT07 矢野燿大
□LT08 藤川球児
□LT09 赤星憲広
□LT10 金本知憲
□LT11 藤浪晋太郎
□LT12 佐藤輝明
〈球団記録〉
※各200枚限定の金紙版
※各150枚限定のホロPP版①



※各100枚限定の金紙ホロPP版①
※各75枚限定のホロPP版②
※各50枚限定の金紙ホロPP版②
□TR1 藤田　平
□TR2 鳥谷　敬
□TR3 田淵幸一
□TR4 掛布雅之
□TR5 赤星憲広
□TR6 山本和行
□TR7 小山正明
□TR8 藤川球児
□TR9 能見篤史
〈Phantom〉
□PTH01 川藤幸三
□PTH02 田淵幸一
□PTH03 掛布雅之
□PTH04 江本孟紀
□PTH05 真弓明信
□PTH06 岡田彰布
□PTH07 バース
□PTH08 池田親興
□PTH09 中西清起
□PTH10 八木　裕
□PTH11 亀山　努
□PTH12 桧山進次郎
□PTH13 藪　恵壹
□PTH14 濱中　治
□PTH15 関本賢太郎
□PTH16 井川　慶
□PTH17 矢野燿大
□PTH18 藤川球児
□PTH19 赤星憲広
□PTH20 下柳　剛
□PTH21 金本知憲
□PTH22 鳥谷　敬
□PTH23 新井貴浩
□PTH24 西岡　剛
※各25枚限定
〈CROSS FOIL SIGNING〉
□FS01 小山正明
□FS02 吉田義男
□FS03 藤田　平
□FS04 川藤幸三
□FS05 田淵幸一
□FS06 上田次朗
□FS07 山本和行
□FS08 掛布雅之
□FS09 江本孟紀
□FS10 真弓明信
□FS11 岡田彰布
□FS12 バース
□FS13 池田親興
□FS14 中西清起
□FS15 和田　豊
□FS16 八木　裕
□FS17 桧山進次郎
□FS18 藪　恵壹
□FS19 今岡　誠
□FS20 井川　慶



□FS21 矢野燿大
□FS22 藤川球児
□FS23 赤星憲広
□FS24 金本知憲
□FS25 鳥谷　敬
□FS26 能見篤史
□FS27 新井貴浩
※各25枚限定
〈COMBO CROSS FOIL SIGNING〉
□CFS1 田淵幸一×佐藤輝明
□CFS2 掛布雅之×バース
□CFS3 八木　裕×桧山進次郎
□CFS4 矢野燿大×藤川球児
□CFS5 赤星憲広×近本光司
□CFS6 金本知憲×新井貴浩
※各10枚限定
〈TRIPLE CROSS FOIL SIGNING〉
□TFS1 田淵幸一×掛布雅之×佐藤輝明
□TFS2 掛布雅之×岡田彰布×バース
□TFS3 八木　裕×桧山進次郎×関本賢太郎
※各5枚限定
[スペシャルインサートカード]
〈直筆サインカード:ヨコ版〉 
□ 小山正明 90枚
□ 吉田義男 90枚
□ 安藤統男 88枚
□ 藤井栄治 90枚
□ 辻　恭彦 90枚
□ 若生智男 83枚
□ 古沢憲司 90枚
□ 藤田　平 90枚
□ 川藤幸三 90枚
□ 田淵幸一 89枚
□ 上田次朗 90枚
□ 谷村智啓 90枚
□ 山本和行 90枚
□ 掛布雅之 90枚
□ 佐野仙好 90枚
□ 工藤一彦 90枚
□ 江本孟紀 89枚
□ 池内　豊 90枚
□ 伊藤文隆 90枚
□ 若菜嘉晴 90枚
□ 真弓明信 90枚
□ 北村照文 90枚
□ 岡田彰布 87枚
□ 中田良弘 90枚
□ 福間　納 90枚
□ バース 30枚
□ 弘田澄男 90枚
□ 池田親興 90枚
□ 仲田幸司 90枚
□ 中西清起 90枚
□ 長崎慶一 90枚
□ 遠山奬志 90枚
□ 八木　裕 90枚
□ 野田浩司 90枚
□ 亀山　努 89枚
□ 中込　伸 90枚



□ 湯舟敏郎 90枚
□ 田村　勤 90枚
□ 桧山進次郎 89枚
□ 藪　恵壹 90枚
□ 川尻哲郎 90枚
□ 濱中　治 86枚
□ 関本賢太郎 90枚
□ 井川　慶 90枚
□ 藤川球児 90枚
□ 片岡篤史 90枚
□ 金本知憲 36枚
□ 新井貴浩 90枚
□ 西岡　剛 90枚
□ 西　勇輝 5枚
□ 藤浪晋太郎 5枚
□ 秋山拓巳 5枚
□ 青柳晃洋 5枚
□ スアレス 5枚
□ 梅野隆太郎 5枚
□ 原口文仁 5枚
□ 大山悠輔 5枚
□ 佐藤輝明 5枚
□ 糸原健斗 5枚
□ 中野拓夢 5枚
□ 糸井嘉男 5枚
〈直筆サインカード：タテ版〉 
□ 藤井栄治 28枚
□ 辻　恭彦 29枚
□ 若生智男 27枚
□ 藤田　平 5枚
□ 上田次朗 30枚
□ 山本和行 30枚
□ 江本孟紀 30枚
□ 池内　豊 30枚
□ 若菜嘉晴 30枚
□ 真弓明信 30枚
□ 北村照文 30枚
□ 仲田幸司 30枚
□ 中西清起 30枚
□ 遠山奬志 30枚
□ 八木　裕 30枚
□ 中込　伸 30枚
□ 湯舟敏郎 29枚
□ 田村　勤 30枚
□ 藪　恵壹 30枚
□ 井川　慶 30枚


