
BBM × B.LEAUGE TRADING CARDS 2019-20 SEASON FAST BREAK 2nd Half
［レギュラー］
〈レギュラー〉
□091 多嶋朝飛 レバンガ北海道
□092 マーク・トラソリーニ レバンガ北海道
□093 川邉亮平 レバンガ北海道
□094 松島良豪 レバンガ北海道
□095 野本建吾 秋田ノーザンハピネッツ
□096 白濱僚祐 秋田ノーザンハピネッツ
□097 伊藤　駿 秋田ノーザンハピネッツ
□098 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ
□099 比江島慎 宇都宮ブレックス
□100 竹内公輔 宇都宮ブレックス
□101 渡邉裕規 宇都宮ブレックス
□102 鵤　誠司 宇都宮ブレックス
□103 田口成浩 千葉ジェッツ
□104 晴山ケビン 千葉ジェッツ
□105 西村文男 千葉ジェッツ
□106 ギャビン・エドワーズ 千葉ジェッツ
□107 正中岳城 アルバルク東京
□108 ザック・バランスキー アルバルク東京
□109 田中大貴 アルバルク東京
□110 アレックス・カーク アルバルク東京
□111 ベンドラメ 礼生 サンロッカーズ 渋谷
□112 杉浦佑成 サンロッカーズ 渋谷
□113 ライアン・ケリー サンロッカーズ 渋谷
□114 田渡修人 サンロッカーズ 渋谷
□115 辻　直人 川崎ブレイブサンダース
□116 ニック・ファジーカス 川崎ブレイブサンダース
□117 熊谷尚也 川崎ブレイブサンダース
□118 長谷川技 川崎ブレイブサンダース
□119 橋本尚明 横浜ビー・コルセアーズ
□120 アキ・チェンバース 横浜ビー・コルセアーズ
□121 竹田　謙 横浜ビー・コルセアーズ
□122 生原秀将 横浜ビー・コルセアーズ
□123 柏木真介 新潟アルビレックスBB
□124 上江田勇樹 新潟アルビレックスBB
□125 今村佳太 新潟アルビレックスBB
□126 池田雄一 新潟アルビレックスBB
□127 レオ・ライオンズ 富山グラウジーズ
□128 阿部友和 富山グラウジーズ
□129 水戸健史 富山グラウジーズ
□130 葛原大智 富山グラウジーズ
□131 ロバート・ドジャー 三遠ネオフェニックス
□132 川嶋勇人 三遠ネオフェニックス
□133 西川貴之 三遠ネオフェニックス
□134 鈴木達也 三遠ネオフェニックス
□135 川村卓也 シーホース三河
□136 金丸晃輔 シーホース三河
□137 加藤寿一 シーホース三河
□138 桜木ジェイアール シーホース三河
□139 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□140 中東泰斗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□141 ジャスティン・バーレル 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□142 木下　誠 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□143 狩俣昌也 滋賀レイクスターズ
□144 シェーファーアヴィ幸樹 滋賀レイクスターズ
□145 高橋耕陽 滋賀レイクスターズ
□146 狩野祐介 滋賀レイクスターズ
□147 岡田優介 京都ハンナリーズ
□148 松井啓十郎 京都ハンナリーズ
□149 永吉佑也 京都ハンナリーズ
□150 デイヴィッド・サイモン 京都ハンナリーズ
□151 伊藤達哉 大阪エヴェッサ
□152 リチャード・ヘンドリックス 大阪エヴェッサ
□153 長谷川智也 大阪エヴェッサ



□154 橋本拓哉 大阪エヴェッサ
□155 後藤翔平 島根スサノオマジック
□156 山下泰弘 島根スサノオマジック
□157 北川　弘 島根スサノオマジック
□158 ブライアン・クウェリ 島根スサノオマジック
□159 並里　成 琉球ゴールデンキングス
□160 満原優樹 琉球ゴールデンキングス
□161 小野寺祥太 琉球ゴールデンキングス
□162 ジャック・クーリー 琉球ゴールデンキングス
□163 菅　俊男 青森ワッツ
□164 片岡大晴 仙台89ERS
□165 河野誠司 山形ワイヴァンズ
□166 喜久山貴一 福島ファイヤーボンズ
□167 小林大祐 茨城ロボッツ
□168 古牧昌也 群馬クレインサンダーズ
□169 鳴海　亮 越谷アルファーズ
□170 丹野合気 東京エクセレンス
□171 久岡幸太郎 アースフレンズ東京Z
□172 西山達哉 信州ブレイブウォリアーズ
□173 山本エドワード ファイティングイーグルス名古屋
□174 土屋アリスター時生 西宮ストークス
□175 本多純平 バンビシャス奈良
□176 岡本飛竜 広島ドラゴンフライズ
□177 筑波拓朗 香川ファイブアローズ
□178 俊野達彦 愛媛オレンジバイキングス
□179 城宝匡史 ライジングゼファー福岡
□180 小林慎太郎 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
□CT19 多嶋朝飛 レバンガ北海道
□CT20 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ
□CT21 比江島慎 宇都宮ブレックス
□CT22 ギャビン・エドワーズ 千葉ジェッツ
□CT23 田中大貴 アルバルク東京
□CT24 ベンドラメ礼生 サンロッカーズ 渋谷
□CT25 ニック・ファジーカス 川崎ブレイブサンダース
□CT26 アキ・チェンバース 横浜ビー・コルセアーズ
□CT27 今村佳太 新潟アルビレックスBB
□CT28 レオ・ライオンズ 富山グラウジーズ
□CT29 西川貴之 三遠ネオフェニックス
□CT30 金丸晃輔 シーホース三河
□CT31 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□CT32 狩野祐介 滋賀レイクスターズ
□CT33 松井啓十郎 京都ハンナリーズ
□CT34 伊藤達哉 大阪エヴェッサ
□CT35 山下泰弘 島根スサノオマジック
□CT36 並里　成 琉球ゴールデンキングス
〈FRANCHISE〉
□FR19 多嶋朝飛 レバンガ北海道
□FR20 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ
□FR21 比江島慎 宇都宮ブレックス
□FR22 ギャビン・エドワーズ 千葉ジェッツ
□FR23 田中大貴 アルバルク東京
□FR24 ベンドラメ礼生 サンロッカーズ 渋谷
□FR25 ニック・ファジーカス 川崎ブレイブサンダース
□FR26 アキ・チェンバース 横浜ビー・コルセアーズ
□FR27 今村佳太 新潟アルビレックスBB
□FR28 レオ・ライオンズ 富山グラウジーズ
□FR29 西川貴之 三遠ネオフェニックス
□FR30 金丸晃輔 シーホース三河
□FR31 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
□FR32 狩野祐介 滋賀レイクスターズ
□FR33 松井啓十郎 京都ハンナリーズ
□FR34 伊藤達哉 大阪エヴェッサ



□FR35 山下泰弘 島根スサノオマジック
□FR36 並里　成 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〉
□ 多嶋朝飛 レバンガ北海道 80枚
□ マーク・トラソリーニ レバンガ北海道 115枚
□ 川邉亮平 レバンガ北海道 115枚
□ 松島良豪 レバンガ北海道 90枚
□ 野本建吾 秋田ノーザンハピネッツ 115枚
□ 白濱僚祐 秋田ノーザンハピネッツ 70枚
□ 伊藤　駿 秋田ノーザンハピネッツ 115枚
□ 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ 90枚
□ 比江島慎 宇都宮ブレックス 59枚
□ 竹内公輔 宇都宮ブレックス 85枚
□ 渡邉裕規 宇都宮ブレックス 59枚
□ 鵤　誠司 宇都宮ブレックス 85枚
□ 田口成浩 千葉ジェッツ 115枚
□ 晴山ケビン 千葉ジェッツ 115枚
□ 西村文男 千葉ジェッツ 90枚
□ ギャビン・エドワーズ 千葉ジェッツ 85枚
□ 正中岳城 アルバルク東京 107枚
□ ザック・バランスキー アルバルク東京 105枚
□ 田中大貴 アルバルク東京 78枚
□ アレックス・カーク アルバルク東京 79枚
□ ベンドラメ 礼生 サンロッカーズ 渋谷 90枚
□ 杉浦佑成 サンロッカーズ 渋谷 115枚
□ ライアン・ケリー サンロッカーズ 渋谷 90枚
□ 田渡修人 サンロッカーズ 渋谷 114枚
□ 辻　直人 川崎ブレイブサンダース 68枚
□ ニック・ファジーカス 川崎ブレイブサンダース 70枚
□ 熊谷尚也 川崎ブレイブサンダース 91枚
□ 長谷川技 川崎ブレイブサンダース 94枚
□ 橋本尚明 横浜ビー・コルセアーズ 115枚
□ アキ・チェンバース 横浜ビー・コルセアーズ 89枚
□ 竹田　謙 横浜ビー・コルセアーズ 115枚
□ 生原秀将 横浜ビー・コルセアーズ 87枚
□ 柏木真介 新潟アルビレックスBB 70枚
□ 上江田勇樹 新潟アルビレックスBB 90枚
□ 今村佳太 新潟アルビレックスBB 70枚
□ 池田雄一 新潟アルビレックスBB 95枚
□ レオ・ライオンズ 富山グラウジーズ 88枚
□ 阿部友和 富山グラウジーズ 115枚
□ 水戸健史 富山グラウジーズ 106枚
□ 葛原大智 富山グラウジーズ 88枚
□ ロバート・ドジャー 三遠ネオフェニックス 114枚
□ 川嶋勇人 三遠ネオフェニックス 103枚
□ 西川貴之 三遠ネオフェニックス 85枚
□ 鈴木達也 三遠ネオフェニックス 90枚
□ 川村卓也 シーホース三河 115枚
□ 金丸晃輔 シーホース三河 90枚
□ 加藤寿一 シーホース三河 115枚
□ 桜木ジェイアール シーホース三河 89枚
□ 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80枚
□ 中東泰斗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 89枚
□ ジャスティン・バーレル 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 105枚
□ 木下　誠 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 105枚
□ 狩俣昌也 滋賀レイクスターズ 115枚
□ シェーファーアヴィ幸樹 滋賀レイクスターズ 105枚
□ 高橋耕陽 滋賀レイクスターズ 75枚
□ 狩野祐介 滋賀レイクスターズ 85枚
□ 岡田優介 京都ハンナリーズ 103枚
□ 松井啓十郎 京都ハンナリーズ 90枚
□ 永吉佑也 京都ハンナリーズ 90枚
□ デイヴィッド・サイモン 京都ハンナリーズ 114枚



□ 伊藤達哉 大阪エヴェッサ 90枚
□ リチャード・ヘンドリックス 大阪エヴェッサ 115枚
□ 長谷川智也 大阪エヴェッサ 115枚
□ 橋本拓哉 大阪エヴェッサ 87枚
□ 後藤翔平 島根スサノオマジック 115枚
□ 山下泰弘 島根スサノオマジック 90枚
□ 北川　弘 島根スサノオマジック 90枚
□ ブライアン・クウェリ 島根スサノオマジック 115枚
□ 並里　成 琉球ゴールデンキングス 60枚
□ 満原優樹 琉球ゴールデンキングス 90枚
□ 小野寺祥太 琉球ゴールデンキングス 114枚
□ ジャック・クーリー 琉球ゴールデンキングス 115枚
□ 菅　俊男 青森ワッツ 105枚
□ 片岡大晴 仙台89ERS 115枚
□ 河野誠司 山形ワイヴァンズ 115枚
□ 喜久山貴一 福島ファイヤーボンズ 114枚
□ 小林大祐 茨城ロボッツ 99枚
□ 古牧昌也 群馬クレインサンダーズ 104枚
□ 鳴海　亮 越谷アルファーズ 115枚
□ 丹野合気 東京エクセレンス 105枚
□ 久岡幸太郎 アースフレンズ東京Z 114枚
□ 西山達哉 信州ブレイブウォリアーズ 115枚
□ 山本エドワード ファイティングイーグルス名古屋 115枚
□ 土屋アリスター時生 西宮ストークス 115枚
□ 本多純平 バンビシャス奈良 115枚
□ 岡本飛竜 広島ドラゴンフライズ 115枚
□ 筑波拓朗 香川ファイブアローズ 115枚
□ 俊野達彦 愛媛オレンジバイキングス 115枚
□ 城宝匡史 ライジングゼファー福岡 115枚
□ 小林慎太郎 熊本ヴォルターズ 115枚
〈インサート直筆サインカード〉
□ 多嶋朝飛 レバンガ北海道 25枚
□ 松島良豪 レバンガ北海道 25枚
□ 白濱僚祐 秋田ノーザンハピネッツ 25枚
□ 古川孝敏 秋田ノーザンハピネッツ 25枚
□ 比江島慎 宇都宮ブレックス 25枚
□ 渡邉裕規 宇都宮ブレックス 25枚
□ 西村文男 千葉ジェッツ 25枚
□ ギャビン・エドワーズ 千葉ジェッツ 25枚
□ 田中大貴 アルバルク東京 25枚
□ アレックス・カーク アルバルク東京 25枚
□ ベンドラメ 礼生 サンロッカーズ 渋谷 25枚
□ ライアン・ケリー サンロッカーズ 渋谷 25枚
□ 辻　直人 川崎ブレイブサンダース 25枚
□ ニック・ファジーカス 川崎ブレイブサンダース 25枚
□ アキ・チェンバース 横浜ビー・コルセアーズ 25枚
□ 生原秀将 横浜ビー・コルセアーズ 25枚
□ 柏木真介 新潟アルビレックスBB 25枚
□ 今村佳太 新潟アルビレックスBB 25枚
□ レオ・ライオンズ 富山グラウジーズ 25枚
□ 葛原大智 富山グラウジーズ 25枚
□ 西川貴之 三遠ネオフェニックス 25枚
□ 鈴木達也 三遠ネオフェニックス 25枚
□ 金丸晃輔 シーホース三河 25枚
□ 桜木ジェイアール シーホース三河 25枚
□ 張本天傑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 25枚
□ 中東泰斗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 25枚
□ 高橋耕陽 滋賀レイクスターズ 25枚
□ 狩野祐介 滋賀レイクスターズ 25枚
□ 松井啓十郎 京都ハンナリーズ 25枚
□ 永吉佑也 京都ハンナリーズ 25枚
□ 伊藤達哉 大阪エヴェッサ 25枚
□ 橋本拓哉 大阪エヴェッサ 25枚
□ 山下泰弘 島根スサノオマジック 25枚
□ 北川　弘 島根スサノオマジック 25枚
□ 並里　成 琉球ゴールデンキングス 25枚



□ 満原優樹 琉球ゴールデンキングス 25枚


