
BBM北海道日本ハムファイターズベースボールカード2022

[レギュラーカード] 

〈レギュラー〉

※〇に背景の色違いのバリエーションあり

□F01 BIGBOSS

□F02 生田目翼

□F03 加藤貴之

□F04 上沢直之 ◯

□F05 達　孝太 ◯

□F06 伊藤大海 ◯

□F07 吉田輝星

□F08 金子千尋

□F09 上原健太

□F10 杉浦稔大

□F11 宮西尚生

□F12 河野竜生

□F13 井口和朋

□F14 立野和明

□F15 堀　瑞輝

□F16 西村天裕

□F17 柿木　蓮

□F18 福田　俊

□F19 ロドリゲス

□F20 ガント

□F21 ポンセ

□F22 畔柳亨丞

□F23 鈴木健矢

□F24 石川直也

□F25 池田隆英

□F26 長谷川威展

□F27 玉井大翔

□F28 松浦慶斗

□F29 北山亘基 ◯

□F30 谷川昌希

□F31 根本悠楓

□F32 望月大希



□F33 北浦竜次

□F34 古川侑利

□F35 清水優心

□F36 古川裕大

□F37 宇佐見真吾

□F38 郡　拓也

□F39 田宮裕涼

□F40 梅林優貴

□F41 石川　亮

□F42 杉谷拳士

□F43 上川畑大悟

□F44 ヌニエス

□F45 アルカンタラ

□F46 中島卓也

□F47 清宮幸太郎 ◯

□F48 渡邉　諒

□F49 野村佑希 ◯

□F50 髙濱祐仁

□F51 谷内亮太

□F52 石井一成

□F53 有薗直輝

□F54 水野達稀 ◯

□F55 阪口　樂

□F56 上野響平

□F57 佐藤龍世

□F58 細川凌平

□F59 王　柏融

□F60 近藤健介

□F61 松本　剛 ◯

□F62 淺間大基

□F63 木村文紀

□F64 五十幡亮汰

□F65 今川優馬

□F66 万波中正 ◯

□F67 片岡奨人

□F68 宮田輝星

□F69 フレップ・ザ・フォックス



ポリーポラリス

〈Tough Enough〉

□F70 吉田輝星

□F71 堀　瑞輝

□F72 北山亘基

〈Blast Off〉

□F73 清宮幸太郎

□F74 野村佑希

□F75 万波中正

〈Homegrown〉

□F76 伊藤大海

□F77 根本悠楓

□F78 今川優馬

〈High Intensity〉

□F79 上沢直之

□F80 伊藤大海

□F81 松本　剛

［インサートカード］

〈New Standard〉

※各100枚限定の金紙版

※各80枚限定の銀紙ホロPP版

※各60枚限定の金紙ホロPP版

□NS1 加藤貴之

□NS2 上沢直之

□NS3 伊藤大海

□NS4 宮西尚生

□NS5 堀　瑞輝

□NS6 野村佑希

□NS7 石井一成

□NS8 近藤健介

□NS9 松本　剛

〈Supernova〉

※各100枚限定の金紙版

※各80枚限定の銀紙ホロPP版

※各60枚限定の金紙ホロPP版

□SN1 達　孝太

□SN2 北山亘基



□SN3 水野達稀

〈Promising〉

※各100枚限定の金紙版

※各80枚限定の銀紙ホロPP版

※各60枚限定の金紙ホロPP版

□PR1 吉田輝星

□PR2 根本悠楓

□PR3 清宮幸太郎

□PR4 淺間大基

□PR5 今川優馬

□PR6 万波中正

〈TREASURE〉

□TF01 加藤貴之

□TF02 上沢直之

□TF03 伊藤大海

□TF04 吉田輝星

□TF05 宮西尚生

□TF06 堀　瑞輝

□TF07 北山亘基

□TF08 宇佐見真吾

□TF09 アルカンタラ

□TF10 野村佑希

□TF11 石井一成

□TF12 近藤健介

□TF13 松本　剛

□TF14 淺間大基

□TF15 今川優馬

※各25枚限定

〈Esperanza〉

□EF01 達　孝太

□EF02 吉田輝星

□EF03 河野竜生

□EF04 畔柳亨丞

□EF05 長谷川威展

□EF06 北山亘基

□EF07 根本悠楓

□EF08 上川畑大悟



□EF09 清宮幸太郎

□EF10 野村佑希

□EF11 有薗直輝

□EF12 水野達稀

□EF13 阪口　樂

□EF14 上野響平

□EF15 万波中正

※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〉

□ 生田目翼 50枚

□ 加藤貴之 50枚

□ 上沢直之 40枚

□ 達　孝太 35枚

□ 伊藤大海 30枚

□ 吉田輝星 30枚

□ 金子千尋 50枚

□ 上原健太 60枚

□ 杉浦稔大 50枚

□ 宮西尚生 40枚

□ 河野竜生 50枚

□ 井口和朋 60枚

□ 立野和明 50枚

□ 堀　瑞輝 30枚

□ 西村天裕 60枚

□ 柿木　蓮 50枚

□ 福田　俊 58枚

□ ロドリゲス 57枚

□ ガント 60枚

□ ポンセ 59枚

□ 畔柳亨丞 39枚

□ 鈴木健矢 60枚

□ 石川直也 60枚

□ 池田隆英 60枚

□ 長谷川威展 50枚

□ 玉井大翔 50枚

□ 松浦慶斗 50枚



□ 北山亘基 46枚

□ 谷川昌希 60枚

□ 根本悠楓 50枚

□ 望月大希 50枚

□ 北浦竜次 60枚

□ 清水優心 59枚

□ 古川裕大 49枚

□ 宇佐見真吾 60枚

□ 郡　拓也 59枚

□ 田宮裕涼 60枚

□ 梅林優貴 60枚

□ 石川　亮 60枚

□ 杉谷拳士 50枚

□ 上川畑大悟 45枚

□ ヌニエス 59枚

□ アルカンタラ 59枚

□ 中島卓也 60枚

□ 清宮幸太郎 31枚

□ 渡邉　諒 40枚

□ 野村佑希 22枚

□ 髙濱祐仁 50枚

□ 谷内亮太 60枚

□ 石井一成 50枚

□ 有薗直輝 50枚

□ 水野達稀 50枚

□ 阪口　樂 50枚

□ 上野響平 59枚

□ 佐藤龍世 60枚

□ 細川凌平 49枚

□ 王　柏融 50枚

□ 近藤健介 30枚

□ 松本　剛 30枚

□ 淺間大基 50枚

□ 木村文紀 60枚

□ 五十幡亮汰 45枚

□ 今川優馬 50枚

□ 万波中正 26枚



□ 片岡奨人 60枚

□ 宮田輝星 60枚

□ フレップ・ザ・フォックス 30枚

□ ポリーポラリス 30枚

□ B・B 30枚

□ C・B 30枚

〈コンボ直筆サインカード〉

□ 吉田輝星＆北山亘基 3枚

□ 清宮幸太郎＆万波中正 3枚

〈シルバー直筆サインカード〉

□ 上沢直之 9枚

□ 伊藤大海 9枚

□ 吉田輝星 5枚

□ 堀　瑞輝 9枚

□ 清宮幸太郎 5枚

□ 野村佑希 5枚

□ 近藤健介 9枚

□ 松本　剛 9枚

□ 万波中正 5枚

〈1of1直筆サインカード〉

□ 上沢直之 1枚

□ 伊藤大海 1枚

□ 吉田輝星 1枚

□ 堀　瑞輝 1枚

□ 清宮幸太郎 1枚

□ 野村佑希 1枚

□ 近藤健介 1枚

□ 松本　剛 1枚

□ 万波中正 1枚

〈クロス直筆サインカード〉

□ 宮西尚生 10枚

□ 野村佑希 5枚

□ 今川優馬 10枚

〈ルーキー直筆サインカード〉

□ 達　孝太 10枚

□ 畔柳亨丞 10枚

□ 長谷川威展 10枚



□ 松浦慶斗 10枚

□ 北山亘基 10枚

□ 上川畑大悟 10枚

□ 有薗直輝 10枚

□ 水野達稀 10枚

□ 阪口　樂 10枚


