
BBM×B.LEAGUE TRADING CARDS 2021-22 SEASON FAST BREAK 1st Half

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□001 橋本竜馬 レバンガ北海道
□002 桜井良太 レバンガ北海道
□003 山口颯斗 レバンガ北海道
□004 ジョーダン・グリン 秋田ノーザンハピネッツ 
□005 川嶋勇人 秋田ノーザンハピネッツ 
□006 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ 
□007 福澤晃平 茨城ロボッツ 
□008 多嶋朝飛 茨城ロボッツ 
□009 チェハーレス・タプスコット 茨城ロボッツ 
□010 田臥勇太 宇都宮ブレックス
□011 テーブス海 宇都宮ブレックス
□012 竹内公輔 宇都宮ブレックス
□013 マイケル・パーカー 群馬クレインサンダーズ 
□014 五十嵐圭 群馬クレインサンダーズ 
□015 山崎　稜 群馬クレインサンダーズ 
□016 ジョシュ・ダンカン 千葉ジェッツ
□017 富樫勇樹 千葉ジェッツ
□018 佐藤卓磨 千葉ジェッツ
□019 安藤周人 アルバルク東京
□020 ライアン・ロシター アルバルク東京
□021 小酒部泰暉 アルバルク東京
□022 ベンドラメ礼生 サンロッカーズ渋谷
□023 広瀬健太 サンロッカーズ渋谷
□024 盛實海翔 サンロッカーズ渋谷
□025 藤井祐眞 川崎ブレイブサンダース
□026 前田　悟 川崎ブレイブサンダース
□027 マット・ジャニング 川崎ブレイブサンダース
□028 森川正明 横浜ビー・コルセアーズ
□029 森井健太 横浜ビー・コルセアーズ
□030 須藤昂矢 横浜ビー・コルセアーズ
□031 岡本飛竜 新潟アルビレックスBB
□032 納見悠仁 新潟アルビレックスBB
□033 ロスコ・アレン 新潟アルビレックスBB
□034 宇都直輝 富山グラウジーズ
□035 松井啓十郎 富山グラウジーズ
□036 晴山ケビン 富山グラウジーズ
□037 ヤン ジェミン 信州ブレイブウォリアーズ
□038 熊谷　航 信州ブレイブウォリアーズ
□039 岡田侑大 信州ブレイブウォリアーズ
□040 サーディ・ラベナ 三遠ネオフェニックス
□041 松脇圭志 三遠ネオフェニックス
□042 津山尚大 三遠ネオフェニックス
□043 長野誠史 シーホース三河
□044 角野亮伍 シーホース三河
□045 シェーファーアヴィ幸樹 シーホース三河
□046 伊藤達哉 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□047 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□048 中東泰斗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□049 柏倉哲平 滋賀レイクスターズ
□050 キーファー・ラベナ 滋賀レイクスターズ
□051 林翔太郎 滋賀レイクスターズ
□052 久保田義章 京都ハンナリーズ
□053 細川一輝 京都ハンナリーズ
□054 デイヴィッド・サイモン 京都ハンナリーズ
□055 中村浩陸 大阪エヴェッサ
□056 合田　怜 大阪エヴェッサ
□057 ディージェイ・ニュービル 大阪エヴェッサ
□058 ペリン・ビュフォード 島根スサノオマジック
□059 ニック・ケイ 島根スサノオマジック
□060 金丸晃輔 島根スサノオマジック
□061 朝山正悟 広島ドラゴンフライズ
□062 辻　直人 広島ドラゴンフライズ
□063 ニック・メイヨ 広島ドラゴンフライズ
□064 ドウェイン・エバンス 琉球ゴールデンキングス
□065 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス
□066 今村佳太 琉球ゴールデンキングス



□067 藤岡昂希 青森ワッツ
□068 門馬圭二郎 青森ワッツ
□069 渡辺翔太 仙台89ERS
□070 ジャスティン・バーレル 仙台90ERS



□071 村上駿斗 山形ワイヴァンズ
□072 眞庭城聖 山形ワイヴァンズ
□073 エリック・マーフィー 福島ファイヤーボンズ
□074 水野幹太 福島ファイヤーボンズ
□075 松山　駿 越谷アルファーズ
□076 落合知也 越谷アルファーズ
□077 栗原　翼 アースフレンズ東京Z
□078 髙木慎哉 アースフレンズ東京Z
□079 石川海斗 ファイティングイーグルス名古屋
□080 相馬卓弥 ファイティングイーグルス名古屋
□081 中西良太 西宮ストークス
□082 道原紀晃 西宮ストークス
□083 横江　豊 バンビシャス奈良
□084 木村啓太郎 バンビシャス奈良
□085 谷口光貴 香川ファイブアローズ
□086 兒玉貴通 香川ファイブアローズ
□087 坂田　央 愛媛オレンジバイキングス
□088 俊野佳彦 愛媛オレンジバイキングス
□089 本多純平 ライジングゼファー福岡
□090 丹野合気 ライジングゼファー福岡
□091 岸田篤生 佐賀バルーナーズ
□092 石谷　聡 佐賀バルーナーズ
□093 木田貴明 熊本ヴォルターズ
□094 本村亮輔 熊本ヴォルターズ
※金箔サイン版あり
［インサートカード］
〈REAL DEAL〉
□RD01 山口颯斗 レバンガ北海道
□RD02 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ 
□RD03 多嶋朝飛 茨城ロボッツ 
□RD04 テーブス海 宇都宮ブレックス
□RD05 五十嵐圭 群馬クレインサンダーズ 
□RD06 佐藤卓磨 千葉ジェッツ
□RD07 小酒部泰暉 アルバルク東京
□RD08 盛實海翔 サンロッカーズ渋谷
□RD09 前田　悟 川崎ブレイブサンダース
□RD10 森川正明 横浜ビー・コルセアーズ
□RD11 納見悠仁 新潟アルビレックスBB
□RD12 松井啓十郎 富山グラウジーズ
□RD13 岡田侑大 信州ブレイブウォリアーズ
□RD14 サーディ・ラベナ 三遠ネオフェニックス
□RD15 角野亮伍 シーホース三河
□RD16 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□RD17 キーファー・ラベナ 滋賀レイクスターズ
□RD18 細川一輝 京都ハンナリーズ
□RD19 合田　怜 大阪エヴェッサ
□RD20 金丸晃輔 島根スサノオマジック
□RD21 辻　直人 広島ドラゴンフライズ
□RD22 今村佳太 琉球ゴールデンキングス
□RD23 門馬圭二郎 青森ワッツ
□RD24 渡辺翔太 仙台90ERS
□RD25 村上駿斗 山形ワイヴァンズ
□RD26 水野幹太 福島ファイヤーボンズ
□RD27 落合知也 越谷アルファーズ
□RD28 髙木慎哉 アースフレンズ東京Z
□RD29 石川海斗 ファイティングイーグルス名古屋
□RD30 道原紀晃 西宮ストークス
□RD31 横江　豊 バンビシャス奈良
□RD32 谷口光貴 香川ファイブアローズ
□RD33 俊野佳彦 愛媛オレンジバイキングス
□RD34 本多純平 ライジングゼファー福岡
□RD35 石谷　聡 佐賀バルーナーズ
□RD36 木田貴明 熊本ヴォルターズ
〈CROWN JEWEL〉
□CJ01 田臥勇太 宇都宮ブレックス
□CJ02 富樫勇樹 千葉ジェッツ
□CJ03 ベンドラメ礼生 サンロッカーズ渋谷
□CJ04 藤井祐眞 川崎ブレイブサンダース
□CJ05 宇都直輝 富山グラウジーズ
□CJ06 シェーファーアヴィ幸樹 シーホース三河



□CJ07 ディージェイ・ニュービル 大阪エヴェッサ
□CJ08 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス
※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〉
□ 橋本竜馬 レバンガ北海道 87枚
□ 桜井良太 レバンガ北海道 67枚
□ 山口颯斗 レバンガ北海道 72枚
□ ジョーダン・グリン 秋田ノーザンハピネッツ 67枚
□ 川嶋勇人 秋田ノーザンハピネッツ 64枚
□ 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ 87枚
□ 福澤晃平 茨城ロボッツ 84枚
□ 多嶋朝飛 茨城ロボッツ 67枚
□ チェハーレス・タプスコット 茨城ロボッツ 67枚
□ 田臥勇太 宇都宮ブレックス 87枚
□ テーブス海 宇都宮ブレックス 67枚
□ 竹内公輔 宇都宮ブレックス 67枚
□ マイケル・パーカー 群馬クレインサンダーズ 87枚
□ 五十嵐圭 群馬クレインサンダーズ 67枚
□ 山崎　稜 群馬クレインサンダーズ 72枚
□ ジョシュ・ダンカン 千葉ジェッツ 86枚
□ 富樫勇樹 千葉ジェッツ 87枚
□ 佐藤卓磨 千葉ジェッツ 87枚
□ 安藤周人 アルバルク東京 67枚
□ ライアン・ロシター アルバルク東京 72枚
□ 小酒部泰暉 アルバルク東京 72枚
□ ベンドラメ礼生 サンロッカーズ渋谷 87枚
□ 広瀬健太 サンロッカーズ渋谷 87枚 ※インスクリプションあり
□ 盛實海翔 サンロッカーズ渋谷 67枚
□ 藤井祐眞 川崎ブレイブサンダース 67枚
□ 前田　悟 川崎ブレイブサンダース 67枚
□ マット・ジャニング 川崎ブレイブサンダース 69枚
□ 森川正明 横浜ビー・コルセアーズ 87枚
□ 森井健太 横浜ビー・コルセアーズ 87枚
□ 須藤昂矢 横浜ビー・コルセアーズ 87枚
□ 岡本飛竜 新潟アルビレックスBB 85枚
□ 納見悠仁 新潟アルビレックスBB 72枚
□ ロスコ・アレン 新潟アルビレックスBB 86枚
□ 宇都直輝 富山グラウジーズ 87枚
□ 松井啓十郎 富山グラウジーズ 87枚
□ 晴山ケビン 富山グラウジーズ 87枚
□ ヤン ジェミン 信州ブレイブウォリアーズ 87枚
□ 熊谷　航 信州ブレイブウォリアーズ 86枚
□ 岡田侑大 信州ブレイブウォリアーズ 67枚
□ サーディ・ラベナ 三遠ネオフェニックス 85枚
□ 松脇圭志 三遠ネオフェニックス 86枚
□ 津山尚大 三遠ネオフェニックス 67枚
□ 長野誠史 シーホース三河 87枚
□ 角野亮伍 シーホース三河 87枚
□ シェーファーアヴィ幸樹 シーホース三河 72枚
□ 伊藤達哉 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87枚
□ 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67枚
□ 中東泰斗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87枚
□ 柏倉哲平 滋賀レイクスターズ 67枚
□ キーファー・ラベナ 滋賀レイクスターズ 84枚
□ 林翔太郎 滋賀レイクスターズ 87枚
□ 久保田義章 京都ハンナリーズ 82枚
□ 細川一輝 京都ハンナリーズ 67枚
□ デイヴィッド・サイモン 京都ハンナリーズ 87枚
□ 中村浩陸 大阪エヴェッサ 87枚
□ 合田　怜 大阪エヴェッサ 86枚
□ ディージェイ・ニュービル 大阪エヴェッサ 87枚
□ ペリン・ビュフォード 島根スサノオマジック 87枚
□ ニック・ケイ 島根スサノオマジック 87枚
□ 金丸晃輔 島根スサノオマジック 87枚
□ 朝山正悟 広島ドラゴンフライズ 67枚
□ 辻　直人 広島ドラゴンフライズ 87枚
□ ニック・メイヨ 広島ドラゴンフライズ 87枚
□ ドウェイン・エバンス 琉球ゴールデンキングス 69枚
□ 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス 85枚
□ 今村佳太 琉球ゴールデンキングス 67枚



□ 藤岡昂希 青森ワッツ 87枚
□ 門馬圭二郎 青森ワッツ 65枚
□ 渡辺翔太 仙台89ERS 71枚
□ ジャスティン・バーレル 仙台90ERS 86枚
□ 村上駿斗 山形ワイヴァンズ 67枚
□ 眞庭城聖 山形ワイヴァンズ 87枚
□ エリック・マーフィー 福島ファイヤーボンズ 81枚 ※インスクリプションあり
□ 水野幹太 福島ファイヤーボンズ 83枚
□ 松山　駿 越谷アルファーズ 87枚
□ 落合知也 越谷アルファーズ 84枚
□ 栗原　翼 アースフレンズ東京Z 72枚
□ 髙木慎哉 アースフレンズ東京Z 68枚
□ 石川海斗 ファイティングイーグルス名古屋 87枚
□ 相馬卓弥 ファイティングイーグルス名古屋 87枚
□ 中西良太 西宮ストークス 87枚
□ 道原紀晃 西宮ストークス 67枚
□ 横江　豊 バンビシャス奈良 87枚
□ 木村啓太郎 バンビシャス奈良 67枚
□ 谷口光貴 香川ファイブアローズ 67枚
□ 兒玉貴通 香川ファイブアローズ 87枚
□ 坂田　央 愛媛オレンジバイキングス 87枚
□ 俊野佳彦 愛媛オレンジバイキングス 86枚
□ 本多純平 ライジングゼファー福岡 67枚
□ 丹野合気 ライジングゼファー福岡 85枚
□ 岸田篤生 佐賀バルーナーズ 67枚
□ 石谷　聡 佐賀バルーナーズ 67枚
□ 木田貴明 熊本ヴォルターズ 67枚
□ 本村亮輔 熊本ヴォルターズ 87枚


