
BBMベースボールカードプレミアム2021 GLORY

［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
※各100枚限定の金箔版
※各50枚限定のスカイブルー箔版
※各5枚限定のホロ箔版
□G01 戸郷翔征 （Ｇ）
□G02 岡本和真 （Ｇ）
□G03 吉川尚輝 （Ｇ）
□G04 伊勢大夢 （DB）
□G05 大貫晋一 （DB）
□G06 佐野恵太 （DB）
□G07 大山悠輔 （Ｔ）
□G08 近本光司 （Ｔ）
□G09 井上広大 （Ｔ）
□G10 森下暢仁 （Ｃ）
□G11 坂倉将吾 （Ｃ）
□G12 鈴木誠也 （Ｃ）
□G13 石川昂弥 （Ｄ）
□G14 高橋周平 （Ｄ）
□G15 岡林勇希 （Ｄ）
□G16 奥川恭伸 （Ｓ）
□G17 村上宗隆 （Ｓ）
□G18 濱田太貴 （Ｓ）
□G19 髙橋光成 （Ｌ）
□G20 森　友哉 （Ｌ）
□G21 源田壮亮 （Ｌ）
□G22 千賀滉大 （Ｈ）
□G23 栗原陵矢 （Ｈ）
□G24 周東佑京 （Ｈ）
□G25 小深田大翔 （Ｅ）
□G26 茂木栄五郎 （Ｅ）
□G27 黒川史陽 （Ｅ）
□G28 佐々木朗希 （Ｍ）
□G29 安田尚憲 （Ｍ）
□G30 藤原恭大 （Ｍ）
□G31 上沢直之 （Ｆ）
□G32 清宮幸太郎 （Ｆ）
□G33 渡邉　諒 （Ｆ）
□G34 宮城大弥 （Ｂ）
□G35 山本由伸 （Ｂ）
□G36 太田　椋 （Ｂ）

［ハイグレードインサートカード］
〈MIYABI〉
※各50枚限定の金箔版
※各5枚限定のパープル箔版
□M01 戸郷翔征 （Ｇ）
□M02 岡本和真 （Ｇ）
□M03 吉川尚輝 （Ｇ）
□M04 伊勢大夢 （DB）
□M05 大貫晋一 （DB）
□M06 佐野恵太 （DB）
□M07 大山悠輔 （Ｔ）
□M08 近本光司 （Ｔ）
□M09 井上広大 （Ｔ）
□M10 森下暢仁 （Ｃ）
□M11 坂倉将吾 （Ｃ）
□M12 鈴木誠也 （Ｃ）
□M13 石川昂弥 （Ｄ）
□M14 高橋周平 （Ｄ）
□M15 岡林勇希 （Ｄ）
□M16 奥川恭伸 （Ｓ）
□M17 村上宗隆 （Ｓ）
□M18 濱田太貴 （Ｓ）
□M19 髙橋光成 （Ｌ）
□M20 森　友哉 （Ｌ）



□M21 源田壮亮 （Ｌ）
□M22 千賀滉大 （Ｈ）
□M23 栗原陵矢 （Ｈ）
□M24 周東佑京 （Ｈ）
□M25 小深田大翔 （Ｅ）
□M26 茂木栄五郎 （Ｅ）
□M27 黒川史陽 （Ｅ）
□M28 佐々木朗希 （Ｍ）
□M29 安田尚憲 （Ｍ）
□M30 藤原恭大 （Ｍ）
□M31 上沢直之 （Ｆ）
□M32 清宮幸太郎 （Ｆ）
□M33 渡邉　諒 （Ｆ）
□M34 宮城大弥 （Ｂ）
□M35 山本由伸 （Ｂ）
□M36 太田　椋 （Ｂ）

〈Glorious 3D〉
□3D01 戸郷翔征 （Ｇ）
□3D02 佐野恵太 （DB）
□3D03 井上広大 （Ｔ）
□3D04 森下暢仁 （Ｃ）
□3D05 石川昂弥 （Ｄ）
□3D06 奥川恭伸 （Ｓ）
□3D07 森　友哉 （Ｌ）
□3D08 栗原陵矢 （Ｈ）
□3D09 小深田大翔 （Ｅ）
□3D10 佐々木朗希 （Ｍ）
□3D11 上沢直之 （Ｆ）
□3D12 宮城大弥 （Ｂ）
※各25枚限定

[プレミアムインサートカード］
〈メモラビリアカード〉
□ 戸郷翔征 （Ｇ） アンダーシャツ 94枚
※各1枚限定のパッチ版
□ 平良拳太郎 （DB） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 井上広大 （Ｔ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 坂倉将吾 （Ｃ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 郡司裕也 （Ｄ） アンダーシャツ 94枚
※各1枚限定のパッチ版
□ 山崎晃大朗 （Ｓ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 栗原陵矢 （Ｈ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 黒川史陽 （Ｅ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 和田康士朗 （Ｍ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 渡邉　諒 （Ｆ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版
□ 太田　椋 （Ｂ） ホームジャージー 92枚
※各30枚限定のパッチ版

〈スーパーパッチカード〉
□ 大城卓三 （Ｇ） グリップエンド 1枚
※エクスチェンジカードを封入
□ 平良拳太郎 （DB） ホームジャージー 6枚
□ 井上広大 （Ｔ） ホームジャージー 8枚
□ 坂倉将吾 （Ｃ） ホームジャージー 7枚
□ 山崎晃大朗 （Ｓ） ホームジャージー 7枚
□ 栗原陵矢 （Ｈ） ホームジャージー 5枚
□ 黒川史陽 （Ｅ） ホームジャージー 7枚
□ 和田康士朗 （Ｍ） ホームジャージー 7枚
□ 渡邉　諒 （Ｆ） ホームジャージー 6枚



□ 太田　椋 （Ｂ） ホームジャージー 5枚

＜コンボメモラビリアカード＞
□ 森　敬斗 （DB） ホームジャージー 30枚

佐野恵太 （DB） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版
□ 西　純矢 （Ｔ） ホームジャージー

井上広大 （Ｔ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版
□ 坂倉将吾 （Ｃ） ホームジャージー

西川龍馬 （Ｃ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版
□ 奥川恭伸 （Ｓ） ホームジャージー

奥川恭伸 （Ｓ） ビジタージャージー
※各15枚限定のパッチ版
□ 栗原陵矢 （Ｈ） ホームジャージー

周東佑京 （Ｈ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版
□ 小深田大翔 （Ｅ） ホームジャージー

黒川史陽 （Ｅ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版あり
□ 佐々木朗希 （Ｍ） ホームジャージー

佐々木朗希 （Ｍ） ビジタージャージー
※各15枚限定のパッチ版あり
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） ホームジャージー

渡邉　諒 （Ｆ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版あり
□ 宮城大弥 （Ｂ） ホームジャージー

太田　椋 （Ｂ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版あり
□ 戸郷翔征 （Ｇ） アンダーシャツ

森下暢仁 （Ｃ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版あり
□ 周東佑京 （Ｈ） ホームジャージー

和田康士朗 （Ｍ） ホームジャージー
※各15枚限定のパッチ版あり
□ 井上広大 （Ｔ） ホームジャージー

黒川史陽 （Ｅ） ホームジャージー

〈トリプルメモラビリアカード〉
□ 森下暢仁 （Ｃ） ホームジャージー

小深田大翔 （Ｅ） ホームジャージー
河野竜生 （Ｆ） ホームジャージー

※各10枚限定のパッチ版
□ 戸郷翔征 （Ｇ） アンダーシャツ

村上宗隆 （Ｓ） ホームジャージー
山本由伸 （Ｂ） ホームジャージー

※各10枚限定のパッチ版
□ 坂倉将吾 （Ｃ） ホームジャージー

西川龍馬 （Ｃ） ホームジャージー
鈴木誠也 （Ｃ） ビジタージャージー

※各10枚限定のパッチ版

〈カルテットメモラビリアカード〉
□ 西　純矢 （Ｔ） ホームジャージー

奥川恭伸 （Ｓ） ビジタージャージー
佐々木朗希 （Ｍ） ビジタージャージー
宮城大弥 （Ｂ） ホームジャージー

※各5枚限定のパッチ版

〈直筆サインカード〉
□ 大貫晋一 （DB） 30枚
□ 山﨑康晃 （DB） 14枚
□ 今永昇太 （DB） 29枚
□ 上茶谷大河 （DB） 29枚
□ 伊藤裕季也 （DB） 21枚
□ 森　敬斗 （DB） 20枚
□ 佐野恵太 （DB） 22枚
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□ 神里和毅 （DB） 20枚
□ 西純矢 （Ｔ） 10枚
□ 木浪聖也 （Ｔ） 30枚
□ 北條史也 （Ｔ） 29枚
□ 大山悠輔 （Ｔ） 27枚
□ 糸原健斗 （Ｔ） 30枚
□ 近本光司 （Ｔ） 30枚
□ 小笠原慎之介 （Ｄ） 30枚
□ 柳　裕也 （Ｄ） 30枚
□ 清水達也 （Ｄ） 20枚
□ 山本拓実 （Ｄ） 21枚
□ 髙松　渡 （Ｄ） 18枚
□ 京田陽太 （Ｄ） 30枚
□ 石川昂弥 （Ｄ） 10枚
□ 高橋周平 （Ｄ） 30枚
□ 根尾　昂 （Ｄ） 30枚
□ 奥川恭伸 （Ｓ） 10枚
□ 清水　昇 （Ｓ） 30枚
□ 寺島成輝 （Ｓ） 14枚
□ 梅野雄吾 （Ｓ） 10枚
□ 高橋奎二 （Ｓ） 18枚
□ 長谷川宙輝 （Ｓ） 29枚
□ 山田哲人 （Ｓ） 10枚
□ 廣岡大志 （Ｓ） 18枚
□ 村上宗隆 （Ｓ） 17枚
□ 中山翔太 （Ｓ） 28枚
□ 塩見泰隆 （Ｓ） 15枚
□ 山崎晃大朗 （Ｓ） 15枚
□ 濱田太貴 （Ｓ） 17枚
□ 與座海人 （Ｌ） 29枚
□ 森　友哉 （Ｌ） 19枚
□ 山川穂高 （Ｌ） 11枚
□ 外崎修汰 （Ｌ） 15枚
□ 源田壮亮 （Ｌ） 15枚
□ 鈴木将平 （Ｌ） 15枚
□ Ｃ.スチュワートJr. （Ｈ） 18枚
□ 大竹耕太郎 （Ｈ） 29枚
□ 武田翔太 （Ｈ） 30枚
□ 甲斐野央 （Ｈ） 30枚
□ 高橋　礼 （Ｈ） 25枚
□ 千賀滉大 （Ｈ） 30枚
□ 髙橋純平 （Ｈ） 30枚
□ 甲斐拓也 （Ｈ） 15枚
□ 周東佑京 （Ｈ） 29枚
□ 松井裕樹 （Ｅ） 9枚
□ 藤平尚真 （Ｅ） 19枚
□ 弓削隼人 （Ｅ） 30枚
□ 酒居知史 （Ｅ） 20枚
□ 太田　光 （Ｅ） 24枚
□ 茂木栄五郎 （Ｅ） 10枚
□ 渡邊佳明 （Ｅ） 20枚
□ オコエ瑠偉 （Ｅ） 19枚
□ 辰己涼介 （Ｅ） 20枚
□ 種市篤暉 （Ｍ） 9枚
□ 佐々木朗希 （Ｍ） 5枚
□ 小島和哉 （Ｍ） 10枚
□ 中村奨吾 （Ｍ） 10枚
□ 藤原恭大 （Ｍ） 10枚
□ 和田康士朗 （Ｍ） 30枚
□ 上沢直之 （Ｆ） 30枚
□ 有原航平 （Ｆ） 28枚
□ 吉田輝星 （Ｆ） 24枚
□ 公文克彦 （Ｆ） 30枚
□ 石川直也 （Ｆ） 20枚
□ 玉井大翔 （Ｆ） 29枚
□ 宇佐見真吾 （Ｆ） 30枚
□ 清宮幸太郎 （Ｆ） 27枚
□ 渡邉　諒 （Ｆ） 30枚



□ 野村佑希 （Ｆ） 27枚
□ 近藤健介 （Ｆ） 30枚
□ 山﨑福也 （Ｂ） 28枚
□ 山本由伸 （Ｂ） 16枚
□ 山岡泰輔 （Ｂ） 20枚
□ 田嶋大樹 （Ｂ） 30枚
□ K－鈴木 （Ｂ） 28枚
□ 山田修義 （Ｂ） 30枚
□ 榊原　翼 （Ｂ） 30枚
□ 鈴木　優 （Ｂ） 30枚
□ 若月健矢 （Ｂ） 27枚
□ 福田周平 （Ｂ） 30枚
□ 大城滉二 （Ｂ） 30枚
□ 太田　椋 （Ｂ） 24枚
□ 山足達也 （Ｂ） 26枚
□ 中川圭太 （Ｂ） 30枚
□ 宗　佑磨 （Ｂ） 29枚
□ 吉田正尚 （Ｂ） 17枚
□ 佐野皓大 （Ｂ） 30枚

〈コンボ直筆サインカード〉
□ 吉田正尚 （Ｂ）

佐野恵太 （DB）
□ 山川穂高 （Ｌ）

大山悠輔 （Ｔ）
□ 村上宗隆 （Ｓ）

濱田太貴 （Ｓ）
□ 清宮幸太郎 （Ｆ）

野村佑希 （Ｆ）
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