
BBM福岡ソフトバンクホークスベースボールカード2019
［レギュラーカード］
〈レギュラー〉
□H01 工藤公康
□H02 C.スチュワート・ジュニア
□H03 大竹耕太郎
□H04 中田賢一
□H05 二保　旭
□H06 加治屋蓮
□H07 東浜　巨
□H08 岩嵜　翔
□H09 武田翔太
□H10 A.ミランダ
□H11 甲斐野央
□H12 和田　毅
□H13 田中正義
□H14 吉住晴斗
□H15 高橋　礼
□H16 石川柊太
□H17 椎野　新
□H18 L.モイネロ
□H19 森　唯斗
□H20 杉山一樹
□H21 千賀滉大
□H22 松田遼馬
□H23 R.バンデンハーク
□H24 髙橋純平
□H25 岡本　健
□H26 古谷優人
□H27 板東湧梧
□H28 泉　圭輔
□H29 田浦文丸
□H30 嘉弥真新也
□H31 D.サファテ
□H32 奥村政稔
□H33 川原弘之
□H34 松本裕樹
□H35 笠谷俊介
□H36 R.スアレス
□H37 髙谷裕亮
□H38 市川友也
□H39 栗原陵矢
□H40 堀内汰門
□H41 谷川原健太
□H42 甲斐拓也
□H43 九鬼隆平
□H44 川瀬　晃
□H45 髙田知季
□H46 内川聖一
□H47 川島慶三
□H48 松田宣浩
□H49 今宮健太
□H50 明石健志
□H51 西田哲朗
□H52 周東佑京



□H53 Y.グラシアル
□H54 増田　珠
□H55 牧原大成
□H56 野村大樹
□H57 三森大貴
□H58 美間優槻
□H59 中村　晃
□H60 柳田悠岐
□H61 長谷川勇也
□H62 塚田正義
□H63 福田秀平
□H64 江川智晃
□H65 O.コラス
□H66 上林誠知
□H67 A.デスパイネ
□H68 水谷　瞬
□H69 釜元　豪
□H70 真砂勇介
〈Fresh Prince〉
□H71 C.スチュワート・ジュニア
□H72 甲斐野央
〈Get Over〉
□H73 大竹耕太郎
□H74 千賀滉大
□H75 甲斐拓也
□H76 周東佑京
□H77 牧原大成
□H78 釜元　豪
〈Spring Big Deal〉
□H79 千賀滉大
□H80 松田宣浩
□H81 A.デスパイネ
［インサートカード］
〈Elevated〉
※各90枚限定の金紙版
※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□EL1 大竹耕太郎
□EL2 高橋　礼
□EL3 千賀滉大
□EL4 甲斐拓也
□EL5 内川聖一
□EL6 松田宣浩
□EL7 今宮健太
□EL8 柳田悠岐
□EL9 上林誠知
〈Closing Bell〉
※各90枚限定の金紙版
※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□CB1 甲斐野央
□CB2 L.モイネロ
□CB3 森　唯斗
〈Specialized〉
※各90枚限定の金紙版



※各75枚限定のホロPP版
※各50枚限定の金紙ホロPP版
□SP1 高橋　礼
□SP2 千賀滉大
□SP3 甲斐拓也
□SP4 今宮健太
□SP5 周東佑京
□SP6 A.デスパイネ
〈Phantom〉
□PH01 大竹耕太郎
□PH02 甲斐野央
□PH03 高橋　礼
□PH04 千賀滉大
□PH05 甲斐拓也
□PH06 内川聖一
□PH07 松田宣浩
□PH08 今宮健太
□PH09 周東佑京
□PH10 牧原大成
□PH11 柳田悠岐
□PH12 A.デスパイネ
※各25枚限定
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 工藤公康 30枚
□ 大竹耕太郎 30枚
□ 中田賢一 60枚
□ 二保　旭 60枚
□ 加治屋蓮 60枚
□ 東浜　巨 50枚
□ 岩嵜　翔 60枚
□ 武田翔太 30枚
□ A.ミランダ 30枚
□ 甲斐野　央 30枚
□ 和田　毅 30枚
□ 田中正義 60枚
□ 吉住晴斗 60枚
□ 高橋　礼 30枚
□ 石川柊太 60枚
□ 椎野　新 30枚
□ L.モイネロ 60枚
□ 森　唯斗 30枚
□ 杉山一樹 30枚
□ 千賀滉大 30枚
□ 松田遼馬 30枚
□ R.バンデンハーク 60枚
□ 髙橋純平 30枚
□ 岡本　健 60枚
□ 古谷優人 60枚
□ 坂東湧梧 30枚
□ 泉　圭輔 30枚
□ 田浦文丸 60枚
□ 嘉弥真新也 60枚
□ D.サファテ 60枚
□ 奥村政稔 30枚



□ 松本裕樹 60枚
□ 笠谷俊介 60枚
□ R.スアレス 60枚
□ 髙谷裕亮 58枚
□ 市川友也 60枚
□ 栗原陵矢 60枚
□ 堀内汰門 60枚
□ 谷川原健太 60枚
□ 甲斐拓也 30枚
□ 九鬼隆平 60枚
□ 川瀬　晃 30枚
□ 髙田知季 60枚
□ 内川聖一 30枚
□ 川島慶三 60枚
□ 松田宣浩 30枚
□ 今宮健太 30枚
□ 明石健志 60枚
□ 西田哲朗 60枚
□ Y.グラシアル 60枚
□ 増田　珠 55枚
□ 牧原大成 50枚
□ 野村大樹 30枚
□ 三森大貴 30枚
□ 美間優槻 60枚
□ 中村　晃 30枚
□ 柳田悠岐 30枚
□ 長谷川勇也 60枚
□ 塚田正義 57枚
□ 福田秀平 60枚
□ 江川智晃 60枚
□ 上林誠知 30枚
□ A.デスパイネ 59枚
□ 水谷　瞬 30枚
□ 釜元　豪 30枚
□ 真砂勇介 59枚
〈コンボ直筆サインカード〉
□ 甲斐野央&髙橋純平 5枚
□ Y.グラシアル＆A.デスパイネ 5枚
〈シルバー直筆サインカード〉
□ 大竹耕太郎 9枚
□ 高橋　礼 9枚
□ 森　唯斗 9枚
□ 千賀滉大 9枚
□ 甲斐拓也 9枚
□ 内川聖一 9枚
□ 松田宣浩 9枚
□ 今宮健太 9枚
□ 柳田悠岐 9枚
〈1of1直筆サインカード〉
□ 大竹耕太郎 1枚
□ 高橋　礼 1枚
□ 森　唯斗 1枚
□ 千賀滉大 1枚
□ 甲斐拓也 1枚
□ 内川聖一 1枚



□ 松田宣浩 1枚
□ 今宮健太 1枚
□ 柳田悠岐 1枚
〈クロス直筆サインカード〉
□ 武田翔太 10枚
□ 牧原大成 10枚
□ 上林誠知 10枚
〈ルーキー直筆サインカード〉
□ 甲斐野央 10枚
□ 杉山一樹 10枚
□ 板東湧梧 10枚
□ 泉　圭輔 10枚
□ 奥村政稔 10枚
□ 野村大樹 10枚
□ 水谷　瞬 10枚
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