
BBM阪神タイガース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
※☆に各100枚限定の金箔サイン版、各50枚限定のホロ箔サイン版
□T01 矢野燿大
□T02 岩崎　優 ☆
□T03 チェン
□T04 西　純矢 ☆
□T05 西　勇輝 ☆○
□T06 岩貞祐太
□T07 馬場皐輔
□T08 藤浪晋太郎
□T09 森木大智 ☆○
□T10 秋山拓巳
□T11 伊藤将司 ☆
□T12 鈴木勇斗 ☆
□T13 髙橋遥人
□T14 佐藤　蓮
□T15 二保　旭
□T16 才木浩人
□T17 浜地真澄
□T18 及川雅貴
□T19 尾仲祐哉
□T20 村上頌樹
□T21  ケラー
□T22 守屋功輝
□T23 アルカンタラ
□T24 桐敷拓馬　 ☆○
□T25 齋藤友貴哉　
□T26 ガンケル
□T27 青柳晃洋 ☆○
□T28 ウィルカーソン
□T29 加治屋蓮
□T30 小林慶祐
□T31 岡留英貴 ☆
□T32 湯浅京己　
□T33 小川一平
□T34 石井大智
□T35 渡邉雄大
□T36 小野泰己
□T37 梅野隆太郎
□T38 坂本誠志郎
□T39 榮枝裕貴
□T40 長坂拳弥
□T41 藤田健斗
□T42 中川勇斗 ☆
□T43 片山雄哉　
□T44 山本泰寛
□T45 木浪聖也　
□T46 大山悠輔 ☆
□T47 熊谷敬宥
□T48 佐藤輝明 ☆○
□T49 北條史也
□T50 マルテ　
□T51 糸原健斗 ☆○
□T52 小幡竜平　
□T53 遠藤　成



□T54 中野拓夢 ☆○
□T55 陽川尚将
□T56 植田　海
□T57 髙寺望夢
□T58 原口文仁
□T59 近本光司　 ☆○
□T60 糸井嘉男 ☆
□T61 髙山　俊
□T62 ロハス・ジュニア
□T63 江越大賀
□T64 井上広大
□T65 島田海吏
□T66 前川右京 ☆○
□T67 豊田　寛 ☆
□T68 板山祐太郎
□T69 小野寺暖
□T70 マスコット
〈ドラフト1位の系譜〉
□T71 西　純矢
□T72 佐藤輝明
□T73 森木大智
〈快刀乱麻〉
□T74 岩崎　優
□T75 西　勇輝
□T76 青柳晃洋
〈好球必打〉
□T77 大山悠輔
□T78 佐藤輝明
□T79 糸原健斗
□T80 中野拓夢
□T81 近本光司　
[インサートカード]
〈主力選手〉
※各200枚限定の金紙版
※各90枚限定の銀紙ホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□IT1 西　勇輝
□IT2 秋山拓巳
□IT3 青柳晃洋
□IT4 梅野隆太郎
□IT5 大山悠輔
□IT6 佐藤輝明
□IT7 糸原健斗
□IT8 中野拓夢
□IT9 近本光司　
〈期待のルーキー〉
※各200枚限定の金紙版
※各90枚限定の銀紙ホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□FF1 森木大智
□FF2 桐敷拓馬　
□FF3 前川右京
〈GROWING UP〉
※各200枚限定の金紙版
※各90枚限定の銀紙ホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□GU1 西　純矢
□GU2 湯浅京己　
□GU3 小幡竜平　



〈復活の瞬間　Great Comeback〉
※各200枚限定の金紙版
※各90枚限定の銀紙ホロPP版
※各60枚限定の金紙ホロPP版
□GC1 藤浪晋太郎
□GC2 糸井嘉男
□GC3 髙山　俊
〈TREASURE〉
□TT01 岩崎　優
□TT02 西　勇輝
□TT03 岩貞祐太
□TT04 藤浪晋太郎
□TT05 秋山拓巳
□TT06 伊藤将司
□TT07 髙橋遥人
□TT08 アルカンタラ
□TT09 ガンケル
□TT10 青柳晃洋
□TT11 小川一平
□TT12 梅野隆太郎
□TT13 坂本誠志郎
□TT14 木浪聖也　
□TT15 大山悠輔
□TT16 佐藤輝明
□TT17 マルテ　
□TT18 糸原健斗
□TT19 小幡竜平　
□TT20 中野拓夢
□TT21 原口文仁
□TT22 近本光司　
□TT23 糸井嘉男
□TT24 ロハス・ジュニア
※各25枚限定
〈Esperanza〉
□ET01 西　純矢
□ET02 森木大智
□ET03 鈴木勇斗
□ET04 浜地真澄
□ET05 及川雅貴
□ET06 村上頌樹
□ET07 桐敷拓馬　
□ET08 岡留英貴
□ET09 榮枝裕貴
□ET10 藤田健斗
□ET11 中川勇斗
□ET12 遠藤　成
□ET13 髙寺望夢
□ET14 前川右京
□ET15 豊田　寛
※各50枚限定
〈Antique〉
□AT01 岩崎　優
□AT02 西　勇輝
□AT03 岩貞祐太
□AT04 馬場皐輔
□AT05 秋山拓巳
□AT06 齋藤友貴哉　
□AT07 青柳晃洋
□AT08 小林慶祐



□AT09 梅野隆太郎
□AT10 坂本誠志郎
□AT11 山本泰寛
□AT12 木浪聖也　
□AT13 大山悠輔
□AT14 熊谷敬宥
□AT15 佐藤輝明
□AT16 マルテ　
□AT17 糸原健斗
□AT18 陽川尚将
□AT19 原口文仁
□AT20 近本光司　
□AT21 糸井嘉男
□AT22 ロハス・ジュニア
□AT23 江越大賀
□AT24 小野寺暖
※各50枚限定
[スペシャルインサートカード]
〈メモラビリアカード〉
□MT1 青柳晃洋ジャージーカード 通常版300枚

同パッチ版30枚
同パッチ＆直筆サイン版3枚

□MT2 大山悠輔ジャージーカード 通常版300枚
同パッチ版30枚
同パッチ＆直筆サイン版3枚

□MT3 近本光司ジャージーカード 通常版300枚
同パッチ版30枚
同パッチ＆直筆サイン版3枚

〈直筆サインカード〉
□ 岩崎　優 90枚
□ チェン 59枚
□ 西　純矢 55枚
□ 西　勇輝 59枚
□ 岩貞祐太 88枚
□ 馬場皐輔 90枚
□ 藤浪晋太郎 90枚
□ 森木大智 40枚
□ 秋山拓巳 50枚
□ 伊藤将司 59枚
□ 鈴木勇斗 49枚
□ 髙橋遥人 90枚
□ 佐藤　蓮 57枚
□ 二保　旭 88枚
□ 浜地真澄 60枚
□ 及川雅貴 90枚
□ 尾仲祐哉 60枚
□ 村上頌樹 89枚
□ ケラー 89枚
□ 守屋功輝 60枚
□ アルカンタラ 90枚
□ 桐敷拓馬 50枚
□ 齋藤友貴哉 90枚
□ ガンケル 90枚
□ 青柳晃洋 48枚
□ ウィルカーソン 60枚
□ 加治屋蓮 60枚
□ 小林慶祐 60枚
□ 岡留英貴 49枚
□ 湯浅京己 59枚



□ 小川一平 90枚
□ 石井大智 60枚
□ 小野泰己 60枚
□ 梅野隆太郎 49枚
□ 坂本誠志郎 87枚
□ 榮枝裕貴 60枚
□ 長坂拳弥 60枚
□ 藤田健斗 60枚
□ 中川勇斗 50枚
□ 片山雄哉 58枚
□ 山本泰寛 60枚
□ 木浪聖也 90枚
□ 大山悠輔 50枚
□ 熊谷敬宥 90枚
□ 佐藤輝明 50枚
□ 北條史也 90枚
□ マルテ 90枚
□ 糸原健斗 60枚
□ 小幡竜平 90枚
□ 遠藤　成 60枚
□ 中野拓夢 50枚
□ 陽川尚将 90枚
□ 植田　海 90枚
□ 髙寺望夢 60枚
□ 原口文仁 90枚
□ 近本光司 50枚
□ 糸井嘉男 70枚
□ 髙山　俊 90枚
□ ロハス・ジュニア 89枚
□ 江越大賀 89枚
□ 井上広大 58枚
□ 島田海吏 90枚
□ 前川右京 50枚
□ 豊田　寛 50枚
□ 板山祐太郎 60枚
□ 小野寺暖 90枚
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 森木大智×前川右京 3枚
□ 梅野隆太郎×坂本誠志郎 3枚
□ 大山悠輔×佐藤輝明 3枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 西　純矢 3枚
□ 佐藤輝明 3枚
□ 近本光司　 3枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 森木大智 7枚
□ 鈴木勇斗 10枚
□ 桐敷拓馬　 10枚
□ 岡留英貴 10枚
□ 中川勇斗 10枚
□ 前川右京 7枚
□ 豊田　寛 9枚
〈シルバー直筆サインカード〉 
□ 西　勇輝 9枚
□ 秋山拓巳 9枚
□ 青柳晃洋 6枚
□ 梅野隆太郎 6枚
□ 大山悠輔 3枚
□ 佐藤輝明 3枚



□ 糸原健斗 9枚
□ 中野拓夢 9枚
□ 近本光司　 3枚
〈1of1直筆サインカード〉 
□ 西　勇輝 1枚
□ 秋山拓巳 1枚
□ 青柳晃洋 1枚
□ 梅野隆太郎 1枚
□ 大山悠輔 1枚
□ 佐藤輝明 1枚
□ 糸原健斗 1枚
□ 中野拓夢 1枚
□ 近本光司　 1枚


