
BBM JAPAN RUGBY TOP LEAGUE CARDS 2021
［レギュラーカード］
〈キャプテン〉
□TL01 トム・フランクリン
□TL02 日和佐　篤
□TL03 中村亮土
□TL04 大戸裕矢
□TL05 茂野海人
□TL06 キアラン・リード
□TL07 金正奎　
□TL08 中島進護
□TL09 坂手淳史
□TL10 立川理道
□TL11 濱野大輔
□TL12 松橋周平
□TL13 小林亮太
□TL14 亀井亮依
□TL15 中嶋大希
□TL16 小川高廣
□TL17 德永祥尭
□TL18 田村優
□TL19 福坪龍一郎
□TL20 ダン・プライアー
□TL21 堀江恭佑
□TL22 オーガスティン・プル
□TL23 ローレンス・エラスマス
□TL24 土佐誠
□TL25 トーマス優デーリックデニイ
〈レギュラー〉
□TL26 中島イシレリ
□TL27 アーロン・クルーデン
□TL28 ラファエレ ティモシー
□TL29 山中亮平
□TL30 ショーン・マクマーン
□TL31 流 大
□TL32 ボーデン・バレット
□TL33 サム・ケレビ
□TL34 梶村祐介
□TL35 山本幸輝



□TL36 ヘル ウヴェ
□TL37 クワッガ・スミス
□TL38 サム・グリーン
□TL39 五郎丸歩
□TL40 三浦昌悟
□TL41 木津悠輔
□TL42 髙橋汰地
□TL43 ヴィリー・ブリッツ
□TL44 山田章仁
□TL45 石井魁
□TL46 稲垣啓太
□TL47 堀江翔太
□TL48 松田力也
□TL49 福岡堅樹
□TL50 マルコム・マークス
□TL51 ピーター“ラピース”ラブスカフニ
□TL52 末永健雄
□TL53 ライアン・クロッティ
□TL54 武井日向
□TL55 マット・マッガーン
□TL56 具智元
□TL57 鶴川達彦
□TL58 フランコ・モスタート
□TL59 瀧澤直
□TL60 後藤輝也
□TL61 マット・トッド
□TL62 リーチ マイケル
□TL63 田中史朗
□TL64 小倉順平
□TL65 ジェシー・クリエル
□TL66 ジェームス・ムーア
□TL67 レメキ ロマノ ラヴァ
□TL68 浅原拓真
□TL69 村田毅
□TL70 秦一平
□TL71 山本貫太
□TL72 コリン・スレイド
［インサートカード］
〈TOP MARK〉



□TM01 中島イシレリ
□TC02 中村亮土
□TC03 ヘル ウヴェ
□TC04 キアラン・リード
□TC05 山田章仁
□TC06 福岡堅樹
□TC07 ピーター“ラピース”ラブスカフニ
□TC08 松橋周平
□TC09 具智元
□TC10 中嶋大希
□TC11 リーチ マイケル
□TC12 田村優
□TC13 レメキ ロマノ ラヴァ
□TC14 堀江恭佑
□TC15 秦一平
□TC16 コリン・スレイド
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ トム・フランクリン 120枚
□ 日和佐　篤 89枚
□ 中村亮土 45枚
□ 大戸裕矢 89枚
□ 茂野海人 103枚
□ キアラン・リード 60枚
□ 金正奎　 90枚
□ 中島進護 101枚
□ 坂手淳史 90枚
□ 立川理道 119枚
□ 濱野大輔 90枚
□ 松橋周平 58枚
□ 小林亮太 90枚
□ 亀井亮依 90枚
□ 中嶋大希 60枚
□ 小川高廣 90枚
□ 德永祥尭 90枚
□ 田村優 55枚
□ 福坪龍一郎 90枚
□ ダン・プライアー 90枚
□ 堀江恭佑 60枚



□ オーガスティン・プル 120枚
□ ローレンス・エラスマス 120枚
□ 土佐誠 120枚
□ トーマス優デーリックデニイ 90枚
□ 中島イシレリ 88枚
□ アーロン・クルーデン 90枚
□ ラファエレ ティモシー 90枚
□ 山中亮平 89枚
□ 流 大 59枚
□ 梶村祐介 60枚
□ 山本幸輝 90枚
□ ヘル ウヴェ 83枚
□ クワッガ・スミス 120枚
□ サム・グリーン 119枚
□ 五郎丸歩 89枚
□ 三浦昌悟 90枚
□ 木津悠輔 89枚
□ 髙橋汰地 115枚
□ ヴィリー・ブリッツ 90枚
□ 山田章仁 60枚
□ 石井魁 90枚
□ 稲垣啓太 90枚
□ 堀江翔太 89枚
□ 松田力也 90枚
□ 福岡堅樹 59枚
□ マルコム・マークス 115枚
□ ピーター“ラピース”ラブスカフニ 67枚
□ 末永健雄 90枚
□ ライアン・クロッティ 118枚
□ 武井日向 90枚
□ マット・マッガーン 120枚
□ 具智元 90枚
□ 鶴川達彦 90枚
□ フランコ・モスタート 90枚
□ 瀧澤直 102枚
□ 後藤輝也 117枚
□ マット・トッド 90枚
□ リーチ マイケル 59枚
□ 田中史朗 98枚



□ 小倉順平 90枚
□ ジェシー・クリエル 85枚
□ ジェームス・ムーア 88枚
□ レメキ ロマノ ラヴァ 60枚
□ 浅原拓真 119枚
□ 村田毅 90枚
□ 秦一平 90枚
□ 山本貫太 90枚
□ コリン・スレイド 87枚
〈スペシャル直筆サインカード〉
□ 中島イシレリ 30枚
□ 中村亮土 15枚
□ ヘル ウヴェ 30枚
□ キアラン・リード 30枚
□ 山田章仁 30枚
□ 福岡堅樹 30枚
□ ピーター“ラピース”ラブスカフニ 30枚
□ 松橋周平 30枚
□ 具智元 30枚
□ 中嶋大希 30枚
□ リーチ マイケル 30枚
□ 田村優 30枚
□ レメキ ロマノ ラヴァ 30枚
□ 堀江恭佑 30枚
□ 秦一平 30枚
□ コリン・スレイド 30枚
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