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[レギュラーカード] 
〈球団の歴史〉
□01 南海球団発足
□02 鶴岡一人監督の下、日本一を達成
□03 充実の戦力で4度の優勝
□04 野村克也が兼任監督に
□05 苦闘の80年代
□06 本拠地移転、福岡ドームが開場
□07 王貞治監督の下、黄金時代を築く
□08 工藤公康監督の下、4年連続日本一に
〈球団OB〉
□09 皆川睦雄
□10 野村克也
□11 広瀬叔功
□12 小池兼司
□13 村上雅則
□14 桜井輝秀
□15 西岡三四郎
□16 藤原　満
□17 佐藤道郎
□18 門田博光
□19 柏原純一
□20 江本孟紀
□21 定岡智秋
□22 山内新一
□23 藤田　学
□24 河埜敬幸
□25 金城基泰
□26 山内和宏
□27 山内孝徳
□28 井上祐二
□29 山村善則
□30 藤本博史
□31 山本和範
□32 ⼩川　史
□33 岸川勝也
□34 加藤伸一
□35 湯上谷竑志
□36 西川佳明
□37 吉田豊彦
□38 若井基安
□39 大道典良
□40 田之上慶三郎
□41 村松有人
□42 浜名千広
□43 若田部健一
□44 渡辺秀一
□45 秋山幸二
□46 吉武真太郎
□47 小久保裕紀
□48 吉田修司
□49 工藤公康
□50 城島健司
□51 王　貞治
□52 本間　満
□53 武田一浩
□54 斉藤和巳
□55 井口資仁



□56 柴原　洋
□57 松中信彦
□58 鳥越裕介
□59 川﨑宗則
□60 杉内俊哉
□61 寺原隼人
□62 新垣　渚
□63 馬原孝浩
□64 城所龍磨
□65 大村直之
□66 藤岡好明
□67 田上秀則
□68 柳瀬明宏
□69 本多雄一
□70 多村仁志
□71 森福允彦
□72 髙谷裕亮
□73 長谷川勇也
□74 攝津　正
□75 細川　亨
□76 内川聖一
□77 五十嵐亮太
□78 中⽥賢⼀
〈現役選手〉
□79 東浜　巨
□80 武田翔太
□81 和田　毅
□82 石川柊太
□83 森　唯斗
□84 千賀滉大
□85 甲斐拓也
□86 松田宣浩
□87 今宮健太
□88 牧原大成
□89 中村　晃
□90 柳田悠岐
[インサートカード]
〈HAWKS DYNASTY〉
※各100枚限定の金紙版
※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□HD01 王　貞治
□HD02 新垣　渚
□HD03 和田　毅
□HD04 杉内俊哉
□HD05 斉藤和巳
□HD06 城島健司
□HD07 松中信彦
□HD08 井口資仁
□HD09 小久保裕紀
□HD10 川﨑宗則
□HD11 秋山幸二
□HD12 柴原　洋
〈球団記録〉
※各100枚限定の金紙版
※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□TR1 野村克也
□TR2 松田宣浩



□TR3 門田博光
□TR4 小久保裕紀
□TR5 広瀬叔功
□TR6 柳田悠岐
□TR7 皆川睦雄
□TR8 馬原孝浩
□TR9 和田　毅
〈TREASURE〉
□THH01 野村克也
□THH02 門田博光
□THH03 秋山幸二
□THH04 小久保裕紀
□THH05 工藤公康
□THH06 城島健司
□THH07 斉藤和巳
□THH08 川﨑宗則
□THH09 和田　毅
□THH10 千賀滉大
□THH11 松田宣浩
□THH12 柳田悠岐
※各25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〉
□ 広瀬叔功 87枚
□ 小池兼司 88枚
□ 村上雅則 59枚
□ 西岡三四郎 87枚
□ 藤原　満 90枚
□ 佐藤道郎 88枚
□ 門田博光 40枚
□ 柏原純一 90枚
□ 江本孟紀 60枚
□ 定岡智秋 89枚
□ 山内新一 90枚
□ 藤田　学 90枚
□ 河埜敬幸 90枚
□ 金城基泰 90枚
□ 山内和宏 90枚
□ 山内孝徳 90枚
□ 井上祐二 90枚
□ 山村善則 30枚
□ 藤本博史 30枚
□ 山本和範 90枚
□ 小川　史 15枚
□ 岸川勝也 90枚
□ 加藤伸一 90枚
□ 湯上谷竑志 88枚
□ 西川佳明 90枚
□ 吉田豊彦 89枚
□ 若井基安 89枚
□ 大道典良 30枚
□ 田之上慶三郎 30枚
□ 村松有人 30枚
□ 浜名千広 90枚
□ 若田部健一 30枚
□ 渡辺秀一 30枚
□ 秋山幸二 23枚
□ 吉武真太郎 88枚
□ 小久保裕紀 30枚



□ 吉田修司 90枚
□ 工藤公康 40枚
□ 城島健司 15枚
□ 王　貞治 10枚
□ 本間　満 90枚
□ 武田一浩 90枚
□ 斉藤和巳 40枚
□ 柴原　洋 90枚
□ 松中信彦 30枚
□ 川﨑宗則 30枚
□ 寺原隼人 90枚
□ 新垣　渚 90枚
□ 馬原孝浩 90枚
□ 城所龍磨 30枚
□ 大村直之 90枚
□ 藤岡好明 90枚
□ 田上秀則 90枚
□ 柳瀬明宏 20枚
□ 本多雄一 30枚
□ 多村仁志 90枚
□ 森福允彦 90枚
□ 髙谷裕亮 15枚
□ 長谷川勇也 30枚
□ 攝津　正 60枚
□ 細川　亨 90枚
□ 五十嵐亮太 87枚
□ 中田賢一 30枚
□ 東浜　巨 10枚
□ 和田　毅 10枚
□ 石川柊太 10枚
□ 森　唯斗 10枚
□ 千賀滉大 10枚
□ 甲斐拓也 10枚
□ 今宮健太 10枚
□ 中村　晃 10枚
□ 柳田悠岐 10枚
〈直筆サインカード：タテ版〉
□ 村上雅則 30枚
□ 門田博光 20枚
□ 江本孟紀 30枚
□ 秋山幸二 12枚
□ 工藤公康 20枚
□ 斉藤和巳 20枚
□ 攝津　正 30枚


