
BBM × B.LEAUGE TRADING CARDS 2019-20 SEASON FAST BREAK 1nd Half
［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□001 橋本竜馬 レバンガ北海道
□002 マーキース・カミングス レバンガ北海道
□003 折茂武彦 レバンガ北海道
□004 桜井良太 レバンガ北海道
□005 細谷将司 秋田ノーザンハピネッツ
□006 中山拓哉 秋田ノーザンハピネッツ
□007 保岡龍斗 秋田ノーザンハピネッツ
□008 ジャスティン・キーナン 秋田ノーザンハピネッツ
□009 田臥勇太 宇都宮ブレックス
□010 遠藤祐亮 宇都宮ブレックス
□011 橋本晃佑 宇都宮ブレックス
□012 ライアン・ロシター 宇都宮ブレックス
□013 富樫勇樹 千葉ジェッツ
□014 マイケル・パーカー 千葉ジェッツ
□015 原　修太 千葉ジェッツ
□016 小野龍猛 千葉ジェッツ
□017 安藤誓哉 アルバルク東京
□018 須田侑太郎 アルバルク東京
□019 菊地祥平 アルバルク東京
□020 竹内譲次 アルバルク東京
□021 関野剛平 サンロッカーズ 渋谷
□022 セバスチャン・サイズ サンロッカーズ 渋谷
□023 石井講祐 サンロッカーズ 渋谷
□024 山内盛久 サンロッカーズ 渋谷
□025 藤井祐眞 川崎ブレイブサンダース
□026 篠山竜青 川崎ブレイブサンダース
□027 マティアス・カルファニ 川崎ブレイブサンダース
□028 大塚裕土 川崎ブレイブサンダース
□029 牧　全 横浜ビー・コルセアーズ
□030 田渡　凌 横浜ビー・コルセアーズ
□031 秋山皓太 横浜ビー・コルセアーズ
□032 エドワード・モリス 横浜ビー・コルセアーズ
□033 五十嵐圭 新潟アルビレックスBB
□034 鵜澤　潤 新潟アルビレックスBB
□035 森井健太 新潟アルビレックスBB
□036 ニック・パーキンズ 新潟アルビレックスBB
□037 船生誠也 富山グラウジーズ
□038 山田大治 富山グラウジーズ
□039 宇都直輝 富山グラウジーズ
□040 前田　悟 富山グラウジーズ
□041 デビン・イーバンクス 三遠ネオフェニックス
□042 寺園脩斗 三遠ネオフェニックス
□043 太田敦也 三遠ネオフェニックス
□044 菅野翔太 三遠ネオフェニックス
□045 岡田侑大 シーホース三河
□046 長野誠史 シーホース三河
□047 熊谷　航 シーホース三河
□048 ダバンテ・ガードナー シーホース三河
□049 小林遥太 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□050 安藤周人 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□051 ヒルトン・アームストロング名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□052 笹山貴哉 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



□053 齋藤拓実 滋賀レイクスターズ
□054 佐藤卓磨 滋賀レイクスターズ
□055 ヘンリー・ウォーカー 滋賀レイクスターズ
□056 谷口光貴 滋賀レイクスターズ
□057 中村太地 京都ハンナリーズ
□058 村上　直 京都ハンナリーズ
□059 ジュリアン・マブンガ 京都ハンナリーズ
□060 内海慎吾 京都ハンナリーズ
□061 藤髙宗一郎 大阪エヴェッサ
□062 合田　怜 大阪エヴェッサ
□063 アイラ・ブラウン 大阪エヴェッサ
□064 ジョシュ・ハレルソン 大阪エヴェッサ
□065 佐藤公威 島根スサノオマジック
□066 ロバート・カーター 島根スサノオマジック
□067 阿部　諒 島根スサノオマジック
□068 相馬卓弥 島根スサノオマジック
□069 石崎　巧 琉球ゴールデンキングス
□070 長谷川智伸 琉球ゴールデンキングス
□071 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス
□072 田代直希 琉球ゴールデンキングス
□073 下山大地 青森ワッツ
□074 白戸大聖 仙台89ERS
□075 中島良史 山形ワイヴァンズ
□076 鈴木　大 福島ファイヤーボンズ
□077 眞庭城聖 茨城ロボッツ
□078 小淵　雅 群馬クレインサンダーズ
□079 落合知也 越谷アルファーズ
□080 宮田　諭 東京エクセレンス
□081 増子　匠 アースフレンズ東京Z
□082 三ツ井利也 信州ブレイブウォリアーズ
□083 宮崎恭行 Fイーグルス名古屋
□084 松崎賢人 西宮ストークス
□085 横江　豊 バンビシャス奈良
□086 朝山正悟 広島ドラゴンフライズ
□087 兒玉貴通 香川ファイブアローズ
□088 笠原太志 愛媛オレンジバイキングス
□089 石谷　聡 ライジングゼファー福岡
□090 石川海斗 熊本ヴォルターズ
[インサートカード]
〈CLUTCH TIME〉
※各100枚限定のパラレル版
□CT01 折茂武彦 レバンガ北海道
□CT02 中山拓哉 秋田ノーザンハピネッツ
□CT03 田臥勇太 宇都宮ブレックス
□CT04 富樫勇樹 千葉ジェッツ
□CT05 竹内譲次 アルバルク東京
□CT06 石井講祐 サンロッカーズ 渋谷
□CT07 篠山竜青 川崎ブレイブサンダース
□CT08 田渡　凌 横浜ビー・コルセアーズ
□CT09 五十嵐圭 新潟アルビレックスBB
□CT10 宇都直輝 富山グラウジーズ
□CT11 太田敦也 三遠ネオフェニックス
□CT12 岡田侑大 シーホース三河
□CT13 安藤周人 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□CT14 佐藤卓磨 滋賀レイクスターズ



□CT15 ジュリアン・マブンガ 京都ハンナリーズ
□CT16 アイラ・ブラウン 大阪エヴェッサ
□CT17 佐藤公威 島根スサノオマジック
□CT18 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス
〈FRANCHISE〉
□FR01 折茂武彦 レバンガ北海道
□FR02 中山拓哉 秋田ノーザンハピネッツ
□FR03 田臥勇太 宇都宮ブレックス
□FR04 富樫勇樹 千葉ジェッツ
□FR05 竹内譲次 アルバルク東京
□FR06 石井講祐 サンロッカーズ 渋谷
□FR07 篠山竜青 川崎ブレイブサンダース
□FR08 田渡　凌 横浜ビー・コルセアーズ
□FR09 五十嵐圭 新潟アルビレックスBB
□FR10 宇都直輝 富山グラウジーズ
□FR11 太田敦也 三遠ネオフェニックス
□FR12 岡田侑大 シーホース三河
□FR13 安藤周人 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□FR14 佐藤卓磨 滋賀レイクスターズ
□FR15 ジュリアン・マブンガ 京都ハンナリーズ
□FR16 アイラ・ブラウン 大阪エヴェッサ
□FR17 佐藤公威 島根スサノオマジック
□FR18 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス
※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〉
□ 橋本竜馬 レバンガ北海道 86枚
□ マーキース・カミングス レバンガ北海道 114枚
□ 折茂武彦 レバンガ北海道 90枚
□ 桜井良太 レバンガ北海道 115枚
□ 細谷将司 秋田ノーザンハピネッツ 90枚
□ 中山拓哉 秋田ノーザンハピネッツ 80枚
□ 保岡龍斗 秋田ノーザンハピネッツ 105枚
□ ジャスティン・キーナン 秋田ノーザンハピネッツ 115枚
□ 田臥勇太 宇都宮ブレックス 90枚
□ 遠藤祐亮 宇都宮ブレックス 60枚
□ 橋本晃佑 宇都宮ブレックス 85枚
□ ライアン・ロシター 宇都宮ブレックス 85枚
□ 富樫勇樹 千葉ジェッツ 90枚
□ マイケル・パーカー 千葉ジェッツ 115枚
□ 原　修太 千葉ジェッツ 80枚
□ 小野龍猛 千葉ジェッツ 115枚
□ 安藤誓哉 アルバルク東京 80枚
□ 須田侑太郎 アルバルク東京 104枚
□ 菊地祥平 アルバルク東京 105枚
□ 竹内譲次 アルバルク東京 82枚
□ 関野剛平 サンロッカーズ 渋谷 113枚
□ セバスチャン・サイズ サンロッカーズ 渋谷 90枚
□ 石井講祐 サンロッカーズ 渋谷 90枚
□ 山内盛久 サンロッカーズ 渋谷 115枚
□ 藤井祐眞 川崎ブレイブサンダース 69枚
□ 篠山竜青 川崎ブレイブサンダース 70枚
□ マティアス・カルファニ 川崎ブレイブサンダース 95枚
□ 大塚裕土 川崎ブレイブサンダース 95枚
□ 牧　全 横浜ビー・コルセアーズ 115枚



□ 田渡　凌 横浜ビー・コルセアーズ 86枚
□ 秋山皓太 横浜ビー・コルセアーズ 80枚
□ エドワード・モリス 横浜ビー・コルセアーズ 115枚
□ 五十嵐圭 新潟アルビレックスBB 70枚
□ 鵜澤　潤 新潟アルビレックスBB 95枚
□ 森井健太 新潟アルビレックスBB 94枚
□ ニック・パーキンズ 新潟アルビレックスBB 66枚
□ 船生誠也 富山グラウジーズ 115枚
□ 山田大治 富山グラウジーズ 115枚
□ 宇都直輝 富山グラウジーズ 86枚
□ 前田　悟 富山グラウジーズ 90枚
□ デビン・イーバンクス 三遠ネオフェニックス 113枚
□ 寺園脩斗 三遠ネオフェニックス 80枚
□ 太田敦也 三遠ネオフェニックス 90枚
□ 菅野翔太 三遠ネオフェニックス 115枚
□ 岡田侑大 シーホース三河 90枚
□ 長野誠史 シーホース三河 115枚
□ 熊谷　航 シーホース三河 95枚
□ ダバンテ・ガードナー シーホース三河 89枚
□ 小林遥太 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 101枚
□ 安藤周人 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79枚
□ ヒルトン・アームストロング名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 109枚
□ 笹山貴哉 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80枚
□ 齋藤拓実 滋賀レイクスターズ 80枚
□ 佐藤卓磨 滋賀レイクスターズ 80枚
□ ヘンリー・ウォーカー 滋賀レイクスターズ 105枚
□ 谷口光貴 滋賀レイクスターズ 115枚
□ 中村太地 京都ハンナリーズ 90枚
□ 村上　直 京都ハンナリーズ 115枚
□ ジュリアン・マブンガ 京都ハンナリーズ 87枚
□ 内海慎吾 京都ハンナリーズ 115枚
□ 藤髙宗一郎 大阪エヴェッサ 90枚
□ 合田　怜 大阪エヴェッサ 113枚
□ アイラ・ブラウン 大阪エヴェッサ 88枚
□ ジョシュ・ハレルソン 大阪エヴェッサ 112枚
□ 佐藤公威 島根スサノオマジック 87枚
□ ロバート・カーター 島根スサノオマジック 113枚
□ 阿部　諒 島根スサノオマジック 115枚
□ 相馬卓弥 島根スサノオマジック 90枚
□ 石崎　巧 琉球ゴールデンキングス 115枚
□ 長谷川智伸 琉球ゴールデンキングス 105枚
□ 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス 90枚
□ 田代直希 琉球ゴールデンキングス 88枚
□ 下山大地 青森ワッツ 115枚
□ 白戸大聖 仙台89ERS 115枚
□ 中島良史 山形ワイヴァンズ 115枚
□ 鈴木　大 福島ファイヤーボンズ 115枚
□ 眞庭城聖 茨城ロボッツ 114枚
□ 小淵　雅 群馬クレインサンダーズ 104枚
□ 落合知也 越谷アルファーズ 115枚
□ 宮田　諭 東京エクセレンス 100枚
□ 増子　匠 アースフレンズ東京Z 112枚
□ 三ツ井利也 信州ブレイブウォリアーズ 95枚
□ 宮崎恭行 Fイーグルス名古屋 114枚
□ 松崎賢人 西宮ストークス 105枚



□ 横江　豊 バンビシャス奈良 104枚
□ 朝山正悟 広島ドラゴンフライズ 115枚
□ 兒玉貴通 香川ファイブアローズ 115枚
□ 笠原太志 愛媛オレンジバイキングス 115枚
□ 石谷　聡 ライジングゼファー福岡 95枚
□ 石川海斗 熊本ヴォルターズ 115枚
〈インサート直筆サインカード〉
□ 橋本竜馬 レバンガ北海道 25枚
□ 折茂武彦 レバンガ北海道 25枚
□ 細谷将司 秋田ノーザハピネッツ 25枚
□ 中山拓哉 秋田ノーザハピネッツ 25枚
□ 田臥勇太 宇都宮ブレックス 25枚
□ 遠藤祐亮 宇都宮ブレックス 25枚
□ 富樫勇樹 千葉ジェッツ 25枚
□ 原　修太 千葉ジェッツ 25枚
□ 安藤誓哉 アルバルク東京 25枚
□ 竹内譲次 アルバルク東京 25枚
□ セバスチャン・サイズ サンロッカーズ 渋谷 25枚
□ 石井講祐 サンロッカーズ 渋谷 25枚
□ 藤井祐眞 川崎ブレイブサンダース 25枚
□ 篠山竜青 川崎ブレイブサンダース 25枚
□ 田渡　凌 横浜ビー・コルセアーズ 25枚
□ 秋山皓太 横浜ビー・コルセアーズ 25枚
□ 五十嵐圭 新潟アルビレックスBB 25枚
□ ニック・パーキンズ 新潟アルビレックスBB 25枚
□ 宇都直輝 富山グラウジーズ 25枚
□ 前田　悟 富山グラウジーズ 25枚
□ 寺園脩斗 三遠ネオフェニックス 25枚
□ 太田敦也 三遠ネオフェニックス 25枚
□ 岡田侑大 シーホース三河 25枚
□ ダバンテ・ガードナー シーホース三河 25枚
□ 安藤周人 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 25枚
□ 笹山貴哉 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 25枚
□ 齋藤拓実 滋賀レイクスターズ 25枚
□ 佐藤卓磨 滋賀レイクスターズ 25枚
□ 中村太地 京都ハンナリーズ 25枚
□ ジュリアン・マブンガ 京都ハンナリーズ 25枚
□ 藤髙宗一郎 大阪エヴェッサ 25枚
□ アイラ・ブラウン 大阪エヴェッサ 25枚
□ 佐藤公威 島根スサノオマジック 25枚
□ 相馬卓弥 島根スサノオマジック 25枚
□ 岸本隆一 琉球ゴールデンキングス 25枚
□ 田代直希 琉球ゴールデンキングス 25枚


