
BBMスポーツトレーディングカード INFINITY   

     

［レギュラーカード］    

〈レギュラー〉    

■プロ野球    

□001 岩瀬仁紀(D)    

□002 新井貴浩(C)    

□003 福留孝介(T)    

□004 安藤優也(T)    

□005 森野将彦(D)    

□006 阿部慎之助(G)    

□007 石川雅規(S)    

□008 平野佳寿(Bs)    

□009 成瀬善久(S)    

□010 柳田悠岐(H)    

□011 秋吉 亮(S)    

□012 中田 翔(F)    

□013 筒香嘉智(DB)    

□014 岡田俊哉(D)    

□015 山田哲人(S)    

□016 千賀滉大(H)    

□017 大谷翔平(F)    

□018 松井裕樹(E)    

□019 中畑 清(G)    

□020 広沢克実(S)    

□021 宮本和知(G)    

□022 古田敦也(S)    

□023 野村謙二郎(C)    

□024 田中幸雄(F)    

□025 潮崎哲也(L)    

□026 矢野燿大(F)    

□027 宮本慎也(S)    

□028 和田一浩(L)    

□029 稲葉篤紀(F)    

□030 谷 佳知(BW)    

□031 中村紀洋(Bu)    



□032 小笠原道大(F)    

□033 黒木知宏(M)    

□034 三浦大輔(YB)    

□035 松中信彦(H)    

□036 小林雅英(M)    

□037 上原浩治(G)    

□038 金子 誠(F)    

□039 里崎智也(M)    

□040 渡辺俊介(M)    

□041 ダルビッシュ有(F)    

□042 田中将大(E)    

■アマチュア野球    

□043 山中正竹 
 

  

□044 應武篤良 
 

  

□045 杉浦正則 
 

  

■陸上競技 
 

  

□046 高橋尚子 
 

  

□047 野口みずき 
 

  

□048 末續慎吾 
 

  

□049 藤光謙司 
 

  

□050 飯塚翔太 
 

  

□051 山縣亮太 
 

  

□052 多田修平 
 

  

■大相撲 
 

  

□053 大乃国康 
 

  

□054 貴乃花光司 
 

  

□055 稀勢の里寛 
 

  

□056 魁皇博之 
 

  

□057 高安 晃 
 

  

■プロレス 
 

  

□058 前田日明 
 

  

□059 船木誠勝 
 

  

■総合格闘技 
 

  

□060 佐藤ルミナ 
 

  

□061 桜井マッハ速人 
 

  

■ボクシング 
 

  



□062 井上尚弥    

□063 比嘉大吾    

■サッカー    

□064 川淵三郎    

□065 奥寺康彦    

□066 西野 朗    

□067 岡田武史    

□068 木村和司    

□069 北澤 豪    

■ノルディック複合    

□070 荻原健司    

□071 荻原次晴    

■モーグル    

□072 堀島行真    

■スピードスケート    

□073 橋本聖子    

□074 岡崎朋美    

□075 清水宏保    

■アイスホッケー    

□076 久保英恵    

□077 藤本那菜    

□078 鈴木世奈    

□079 大澤ちほ    

■カーリング    

□080 両角友佑    

□081 清水徹郎    

□082 山口剛史    

□083 両角公佑    

□084 平田洸介    

□085 藤澤五月    

□086 吉田知那美    

□087 鈴木夕湖    

□088 吉田夕梨花    

□089 本橋麻里    

■テニス    

□090 伊達公子    



□091 杉田祐一    

■ラグビー    

□092 林 敏之    

□093 今泉 清    

□094 吉田義人    

■ソフトボール    

□095 宇津木麗華    

□096 上野由岐子    

■バドミントン    

□097 舛田圭太    

□098 佐藤翔治    

□099 髙橋礼華    

□100 松友美佐紀    

■バスケットボール    

□101 折茂武彦    

□102 五十嵐圭    

□103 吉田亜沙美    

□104 渡嘉敷来夢    

■体操    

□105 森末慎二    

□106 西川大輔    

□107 池谷幸雄    

■競馬    

□108 武 豊    

■競輪    

□109 中野浩一    

■ボディビル    

□110 山岸秀匡    

□111 鈴木 雅    

〈チェックリスト〉    

□112 チェックリスト    

［インサートカード］    

〈ALL the GLORY〉メタルカード    

□AG1 上原浩治    

□AG2 ダルビッシュ有    

□AG3 田中将大    



□AG4 野口みずき    

□AG5 川淵三郎    

□AG6 伊達公子    

□AG7 上野由岐子    

□AG8 森末慎二    

□AG9 中野浩一    

※エクスチェンジカードを封入    

〈ONE and ONLY〉    

□OO1 新井貴浩    

□OO2 阿部慎之助    

□OO3 矢野燿大    

□OO4 稀勢の里寛    

□OO5 前田日明    

□OO6 奥寺康彦    

□OO7 髙橋礼華    

□OO8 松友美佐紀    

□OO9 武 豊    

〈BRILLIANT ATHLETE〉    

※各 200枚限定の金箔サイン版（BA01～07、10～18）  

※各 150枚限定のスカイブルー箔サイン版（BA01～07、10～18） 

※各 100枚限定のパープル箔サイン版（BA01～07、10～18） 

□BA01 柳田悠岐    

□BA02 筒香嘉智    

□BA03 大谷翔平    

□BA04 古田敦也    

□BA05 稲葉篤紀    

□BA06 小笠原道大    

□BA07 高橋尚子    

□BA08 稀勢の里寛    

□BA09 高安 晃    

□BA10 井上尚弥    

□BA11 北澤 豪    

□BA12 岡崎朋美    

□BA13 伊達公子    

□BA14 林 敏之    

□BA15 上野由岐子    



□BA16 髙橋礼華    

□BA17 松友美佐紀    

□BA18 五十嵐圭    

［スペシャルインサートカード］    

〈直筆サインカード〉    

□ 岩瀬仁紀(D) 縦版 30枚  

□ 福留孝介(T) 縦版 30枚  

□ 安藤優也(T) 縦版 20枚  

□ 森野将彦(D) 縦版 30枚  

□ 石川雅規(S) 縦版 30枚  

□ 平野佳寿(Bs) 縦版 20枚  

□ 成瀬善久(S) 縦版 30枚  

□ 柳田悠岐(H) 縦版 10枚  

□ 秋吉 亮(S) 縦版 20枚  

□ 中田 翔(F) 縦版 10枚  

□ 筒香嘉智(DB) 縦版 9枚  

□ 岡田俊哉(D) 縦版 15枚  

□ 山田哲人(S) 縦版 30枚  

□ 千賀滉大(H) 縦版 20枚  

□ 大谷翔平(F) 縦版 10枚  

□ 松井裕樹(E) 縦版 19枚  

□ 広沢克実(S) 横版 90枚  

□ 宮本和知(G) 横版 90枚  

□ 野村謙二郎(C) 横版 90枚  

□ 田中幸雄(F) 横版 60枚  

□ 潮崎哲也(L) 横版 60枚  

□ 宮本慎也(S) 縦版 30枚  

□ 和田一浩(L) 横版 90枚  

□ 稲葉篤紀(F) 横版 60枚  

□ 谷 佳知(BW) 横版 90枚  

□ 中村紀洋(Bu) 縦版 34枚  

□ 小笠原道大(F) 横版 60枚  

□ 黒木知宏(M) 横版 60枚  

□ 三浦大輔(YB) 横版 59枚  

□ 松中信彦(H) 縦版 30枚  

□ 小林雅英(M) 横版 60枚  



□ 金子 誠(F) 横版 59枚  

□ 里崎智也(M) 横版 89枚  

□ 渡辺俊介(M) 横版 65枚  

□ 山中正竹 横版 90枚  

□ 應武篤良 横版 90枚  

□ 杉浦正則 横版 90枚  

□ 高橋尚子 縦版 50枚  

□ 野口みずき 縦版 30枚  

  横版 80枚  

□ 末續慎吾 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 藤光謙司 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 飯塚翔太 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 山縣亮太 横版 90枚  

□ 多田修平 横版 90枚  

□ 大乃国康 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 魁皇博之 横版 89枚  

□ 高安 晃 横版 86枚  

□ 前田日明 横版 74枚  

□ 船木誠勝 横版 91枚  

□ 佐藤ルミナ 横版 97枚  

□ 桜井マッハ速人 横版 93枚  

□ 井上尚弥 横版 90枚  

□ 比嘉大吾 横版 90枚  

□ 川淵三郎 横版 90枚  

□ 奥寺康彦 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 西野 朗 横版 89枚  

□ 岡田武史 横版 89枚  

□ 木村和司 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 北澤 豪 縦版 30枚  

  横版 90枚  



□ 荻原健司 横版 90枚  

□ 荻原次晴 横版 80枚  

□ 堀島行真 横版 120枚  

□ 岡崎朋美 横版 89枚  

□ 清水宏保 横版 90枚  

□ 久保英恵 横版 119枚  

□ 藤本那菜 横版 105枚  

□ 鈴木世奈 横版 90枚  

□ 大澤ちほ 横版 90枚  

□ 両角友佑 横版 93枚  

□ 清水徹郎 縦版 30枚  

  横版 72枚  

□ 山口剛史 縦版 30枚  

  横版 75枚  

□ 両角公佑 縦版 30枚  

  横版 78枚  

□ 平田洸介 横版 90枚  

□ 藤澤五月 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 吉田知那美 縦版 30枚  

  横版 89枚  

□ 鈴木夕湖 横版 90枚  

□ 吉田夕梨花 横版 90枚  

□ 本橋麻里 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 伊達公子 縦版 60枚  

□ 林 敏之 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 今泉 清 縦版（直書き） 30枚  

  横版（直書き） 60枚  

□ 吉田義人 縦版 30枚  

  横版 88枚  

□ 宇津木麗華 横版 96枚  

□ 上野由岐子 横版 96枚  

□ 舛田圭太 縦版 30枚  

  横版 88枚  



□ 佐藤翔治 縦版 30枚  

  横版 89枚  

□ 髙橋礼華 横版 80枚  

□ 松友美佐紀 横版 80枚  

□ 折茂武彦 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 五十嵐圭 横版 90枚  

□ 吉田亜沙美 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 渡嘉敷来夢 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 森末慎二 縦版 30枚  

  横版 90枚  

□ 西川大輔 縦版 30枚  

  横版 50枚  

□ 池谷幸雄 縦版 30枚  

  横版 80枚  

□ 中野浩一 縦版 20枚  

□ 山岸秀匡 横版 100枚  

□ 鈴木 雅 縦版 30枚  

  横版 90枚  

〈スペシャルコンボ直筆サインカード〉    

□ 高橋尚子＆野口みずき  10枚  

□ 荻原健司＆荻原次晴  10枚  

□ 髙橋礼華＆松友美佐紀  10枚  

□ 池谷幸雄＆西川大輔  10枚  

 


