
BBMベースボールカードセット2022 ICONS -ROUGH DIAMOND-

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□01 奥川恭伸 （S）
□02 山下　輝 （S）
□03 内山壮真 （S）
□04 西　純矢 （T）
□05 森木大智 （T）
□06 佐藤輝明 （T）
□07 大勢 （G）
□08 湯浅　大 （G）
□09 秋広優人 （G）
□10 坂倉将吾 （C）
□11 林　晃汰 （C）
□12 小園海斗 （C）
□13 石川昂弥 （D）
□14 根尾　昂 （D）
□15 土田龍空 （D）
□16 小園健太 （DB）
□17 牧　秀悟 （DB）
□18 小深田大地 （DB）
□19 山下舜平大 （B）
□20 宮城大弥 （B）
□21 紅林弘太郎 （B）
□22 佐々木朗希 （M）
□23 松川虎生 （M）
□24 藤原恭大 （M）
□25 早川隆久 （E）
□26 安田悠馬 （E）
□27 黒川史陽 （E）
□28 風間球打 （H）
□29 井上朋也 （H）
□30 リチャード （H）
□31 野村佑希 （F）
□32 五十幡亮汰 （F）
□33 万波中正 （F）
□34 隅田知一郎 （L）
□35 ブランドン （L）
□36 若林楽人 （L）
［スペシャルインサートカード］
〈箔プリントカード〉
※各100枚限定の通常版
※各30枚限定のホロ箔版
※各15枚限定の赤箔版
□FP01 奥川恭伸 （S）
□FP02 佐藤輝明 （T）
□FP03 秋広優人 （G）
□FP04 坂倉将吾 （C）
□FP05 石川昂弥 （D）
□FP06 牧　秀悟 （DB）
□FP07 紅林弘太郎 （B）
□FP08 佐々木朗希 （M）
□FP09 早川隆久 （E）



□FP10 リチャード （H）
□FP11 野村佑希 （F）
□FP12 ブランドン （L）
〈EXTREME 2022（ROOKIEカード）〉
※各70枚限定の通常版
※各20枚限定のホロ箔版
□RE1 山下　輝 （S）
□RE2 森木大智 （T）
□RE3 大勢 （G）
□RE4 小園健太 （DB）
□RE5 松川虎生 （M）
□RE6 安田悠馬 （E）
□RE7 風間球打 （H）
□RE8 隅田知一郎 （L）
〈箔サインカード〉
□FA1 大勢 （G）
□FA2 湯浅　大 （G）
□FA3 秋広優人 （G）
※各30枚限定
〈直筆サインカード〉
□ 奥川恭伸 （S） 20枚
□ 山下　輝 （S） 30枚
□ 内山壮真 （S） 30枚
□ 西　純矢 （T） 30枚
□ 森木大智 （T） 10枚
□ 佐藤輝明 （T） 5枚
□ 坂倉将吾 （C） 5枚
□ 林　晃汰 （C） 5枚
□ 小園海斗 （C） 5枚
□ 石川昂弥 （D） 30枚
□ 根尾　昂 （D） 30枚
□ 土田龍空 （D） 30枚
□ 小園健太 （DB） 5枚
□ 牧　秀悟 （DB） 5枚
□ 小深田大地 （DB） 5枚
□ 山下舜平大 （B） 30枚
□ 宮城大弥 （B） 30枚
□ 紅林弘太郎 （B） 30枚
□ 佐々木朗希 （M） 10枚
□ 松川虎生 （M） 10枚
□ 藤原恭大 （M） 10枚
□ 早川隆久 （E） 5枚
□ 安田悠馬 （E） 5枚
□ 黒川史陽 （E） 5枚
□ 風間球打 （H） 5枚
□ 井上朋也 （H） 10枚
□ リチャード （H） 10枚
□ 野村佑希 （F） 5枚
□ 五十幡亮汰 （F） 5枚
□ 万波中正 （F） 5枚
□ 隅田知一郎 （L） 10枚
□ ブランドン （L） 10枚
□ 若林楽人 （L） 10枚


