
BBM埼玉西武ライオンズ 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
□L01 辻　発彦
□L02 今井達也
□L03 渡邉勇太朗
□L04 髙橋光成 ◯
□L05 増田達至
□L06 宮川　哲
□L07 隅田知一郎 ◯
□L08 松本　航
□L09 佐藤隼輔 ◯
□L10 浜屋将太
□L11 十亀　剣
□L12 公文克彦
□L13 平井克典
□L14 佐々木健
□L15 内海哲也
□L16 森脇亮介
□L17 佐野泰雄
□L18 田村伊知郎
□L19 井上広輝
□L20 ボー・タカハシ
□L21 羽田慎之介
□L22 與座海人
□L23 本田圭佑
□L24 松岡洸希
□L25 武隈祥太
□L26 バーチ・スミス
□L27 黒田将矢
□L28 大曲　錬
□L29 平良海馬 ◯
□L30 水上由伸
□L31 ディートリック・エンス
□L32 岡田雅利
□L33 森　友哉 ◯
□L34 古賀悠斗 ◯
□L35 柘植世那
□L36 牧野翔矢
□L37 齊藤誠人
□L38 山川穂高
□L39 山野辺翔
□L40 外崎修汰
□L41 源田壮亮 ◯
□L42 渡部健人
□L43 平沼翔太
□L44 山村崇嘉
□L45 ジャンセン・ウィティ
□L46 呉　念庭
□L47 ブランドン
□L48 中山誠吾
□L49 山田遥楓



□L50 川野涼多
□L51 中村剛也
□L52 栗山　巧 ◯
□L53 金子侑司
□L54 ブライアン・オグレディ
□L55 若林楽人 ◯
□L56 鈴木将平
□L57 西川愛也
□L58 愛斗
□L59 熊代聖人
□L60 戸川大輔
□L61 仲三河優太
□L62 岸潤一郎
□L63 川越誠司
□L64 高木　渉
□L65 レオ&ライナ
〈YOUNG LION〉
□L66 隅田知一郎
□L67 佐藤隼輔



□L68 古賀悠斗
□L69 羽田慎之介
□L70 黒田将矢
□L71 中山誠吾
〈BRING CHANGE〉
□L72 ボー・タカハシ
□L73 バーチ・スミス
□L74 ディートリック・エンス
□L75 ジャンセン・ウィティ
□L76 ブライアン・オグレディ
〈NICE〉
□L77 森脇亮介
□L78 ブランドン
□L79 栗山　巧
□L80 金子侑司
□L81 西川愛也
［インサートカード］
〈LION HEART〉
※各90枚限定の金紙版
※各70枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□LH1 今井達也
□LH2 髙橋光成
□LH3 平良海馬
□LH4 森　友哉
□LH5 山川穂高
□LH6 外崎修汰
□LH7 源田壮亮
□LH8 ブライアン・オグレディ
□LH9 若林楽人
〈KING OF BEASTS〉
※各90枚限定の金紙版
※各70枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□KB1 増田達至
□KB2 中村剛也
□KB3 栗山　巧
〈NEW BASIC〉
※各90枚限定の金紙版
※各70枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□NB1 松本　航
□NB2 渡部健人
□NB3 ブランドン
〈HOPE〉
※各90枚限定の金紙版
※各70枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□HO1 隅田知一郎
□HO2 佐藤隼輔
□HO3 古賀悠斗
〈TREASURE〉
□TL01 松井稼頭央
□TL02 髙橋光成



□TL03 隅田知一郎
□TL04 松本　航
□TL05 森　友哉
□TL06 山川穂高
□TL07 外崎修汰
□TL08 源田壮亮
□TL09 呉　念庭
□TL10 中村剛也
□TL11 栗山　巧
□TL12 若林楽人
※各25枚限定
〈Esperanza〉
□EL01 今井達也
□EL02 渡邉勇太朗
□EL03 隅田知一郎
□EL04 佐藤隼輔
□EL05 羽田慎之介
□EL06 黒田将矢
□EL07 平良海馬
□EL08 水上由伸
□EL09 古賀悠斗
□EL10 渡部健人
□EL11 山村崇嘉
□EL12 ブランドン
□EL13 中山誠吾
□EL14 若林楽人
□EL15 鈴木将平
※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〉
□ 辻　発彦 40枚
□ 今井達也 50枚
□ 渡邉勇太朗 59枚
□ 髙橋光成 49枚
□ 増田達至 59枚
□ 宮川　哲 60枚
□ 隅田知一郎 45枚
□ 松本　航 49枚
□ 佐藤隼輔 45枚
□ 浜屋将太 60枚
□ 十亀　剣 90枚
□ 公文克彦 89枚
□ 平井克典 90枚
□ 佐々木健 59枚
□ 内海哲也 59枚
□ 森脇亮介 87枚
□ 佐野泰雄 58枚
□ 田村伊知郎 60枚
□ 井上広輝 59枚
□ ボー・タカハシ 59枚
□ 羽田慎之介 50枚
□ 與座海人 59枚
□ 本田圭佑 90枚
□ 松岡洸希 60枚
□ 武隈祥太 60枚
□ 黒田将矢 50枚
□ 大曲　錬 59枚
□ 平良海馬 49枚
□ 水上由伸 60枚
□ ディートリック・エンス 60枚
□ 岡田雅利 60枚
□ 森　友哉 50枚
□ 古賀悠斗 47枚
□ 柘植世那 58枚
□ 牧野翔矢 59枚
□ 齊藤誠人 59枚
□ 山川穂高 47枚
□ 山野辺翔 59枚
□ 外崎修汰 50枚
□ 源田壮亮 50枚
□ 渡部健人 59枚
□ 平沼翔太 60枚
□ 山村崇嘉 60枚
□ ジャンセン・ウィティ 60枚
□ 呉　念庭 60枚
□ ブランドン 57枚
□ 中山誠吾 49枚
□ 山田遥楓 60枚
□ 川野涼多 57枚
□ 栗山　巧 43枚
□ 若林楽人 48枚
□ 鈴木将平 59枚



□ 西川愛也 59枚
□ 愛斗 57枚
□ 熊代聖人 90枚
□ 戸川大輔 59枚
□ 仲三河優太 58枚
□ 岸潤一郎 60枚
□ 川越誠司 60枚
□ 高木　渉 60枚
□ レオ 60枚
□ ライナ 60枚
〈球団OB直筆サインカード〉
□ 辻　発彦 20枚
□ 松井稼頭央 45枚
□ 豊田　清 59枚
□ 青木勇人 60枚
□ 野田浩輔 57枚
□ 高山　久 60枚
□ 黒田哲史 60枚
□ 佐藤友亮 57枚
□ 西口文也 50枚
□ 田邊徳雄 58枚
□ 小関竜也 60枚
□ 上本達之 60枚
□ 長田秀一郎 60枚
□ 大石達也 59枚
□ 赤田将吾 59枚



〈コンボ直筆サインカード〉
□ 隅田知一郎&佐藤隼輔 5枚
□ 松井稼頭央&栗山　巧 5枚
〈クロス直筆サインカード（Picturesque）〉
□ 西口文也 10枚
□ 外崎修汰 10枚
□ 栗山　巧 10枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 松井稼頭央 9枚
□ 今井達也 9枚
□ 髙橋光成 9枚
□ 松本　航 9枚
□ 平良海馬 9枚
□ 森　友哉 9枚
□ 山川穂高 9枚
□ 源田壮亮 9枚
□ 若林楽人 9枚
〈1of1直筆サインカード〉
□ 松井稼頭央 1枚
□ 今井達也 1枚
□ 髙橋光成 1枚
□ 松本　航 1枚
□ 平良海馬 1枚
□ 森　友哉 1枚
□ 山川穂高 1枚
□ 源田壮亮 1枚
□ 若林楽人 1枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 隅田知一郎 10枚
□ 佐藤隼輔 10枚
□ 古賀悠斗 10枚
□ 羽田慎之介 10枚
□ 黒田将矢 10枚
□ 中山誠吾 10枚


