
BBM JAPAN RUGBY TOP LEAGUE CARDS 2020
［レギュラーカード］
〈キャプテン〉
□TL001 前川鐘平
□TL002 アンドリュー・エリス
□TL003 ショーン・マクマーン
□TL004 流　大
□TL005 マット・ギタウ
□TL006 大戸裕矢
□TL007 姫野和樹
□TL008 金　正奎
□TL009 坂手淳史
□TL010 立川理道
□TL011 濱野大輔
□TL012 松橋周平
□TL013 小林亮太
□TL014 亀井亮依
□TL015 小川高廣
□TL016 德永祥尭
□TL017 庭井祐輔
□TL018 嶋田直人
□TL019 福坪龍一郎
□TL020 村田　毅
□TL021 オーガスティン・プル
□TL022 茂野洸気
□TL023 土佐　誠
〈レギュラー〉
□TL024 中島イシレリ
□TL025 ブロディ・レタリック
□TL026 ダン・カーター
□TL027 ラファエレ ティモシー
□TL028 アタアタ・モエアキオラ
□TL029 山中亮平
□TL030 北出卓也
□TL031 ツイ ヘンドリック
□TL032 中村亮土
□TL033 サム・ケレビ
□TL034 梶村祐介
□TL035 松島幸太朗
□TL036 山本幸輝
□TL037 ヘル ウヴェ
□TL038 クワッガ・スミス
□TL039 矢富勇毅
□TL040 清原　祥
□TL041 サム・グリーン
□TL042 五郎丸歩
□TL043 三浦昌悟
□TL044 木津悠輔
□TL045 キアラン・リード
□TL046 茂野海人
□TL047 ヘンリー ジェイミー
□TL048 彦坂匡克
□TL049 ウィリー・ルルー
□TL050 マルコム・マークス
□TL051 ヴィリー・ブリッツ



□TL052 アマナキ・レレイ・マフィ
□TL053 クリスチャン・リアリーファノ
□TL054 山田章仁
□TL055 石井　魁
□TL056 ヴァル アサエリ愛
□TL057 稲垣啓太
□TL058 堀江翔太
□TL059 サム・ホワイトロック
□TL060 ダミアン・デアリエンディ
□TL061 松田力也
□TL062 福岡堅樹
□TL063 杉本博昭
□TL064 ピーター“ラピース”ラブスカフニ
□TL065 末永健雄
□TL066 ドウェイン・フェルミューレン
□TL067 バーナード・フォーリー
□TL068 ライアン・クロッティ
□TL069 山本昌太
□TL070 ベリック・バーンズ
□TL071 ロトアヘアアマナキ大洋
□TL072 ロビー・ロビンソン
□TL073 具　智元
□TL074 RG・スナイマン
□TL075 朴　成基
□TL076 レメキ ロマノ ラヴァ
□TL077 瀧澤　直
□TL078 大和田立
□TL079 ジャック・ラム
□TL080 後藤輝也
□TL081 大野　均
□TL082 マット・トッド
□TL083 リーチ マイケル
□TL084 アニセ サムエラ
□TL085 田中史朗
□TL086 田村　優
□TL087 ジェシー・クリエル
□TL088 ジェームス・ムーア
□TL089 ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ
□TL090 ジェイソン・エメリー
□TL091 屋宜ベンジャミンレイ
□TL092 木津武士
□TL093 堀江恭佑
□TL094 クリップス ヘイデン
□TL095 牛原寛章
□TL096 ヴィンピー・ファンデルヴァルト
□TL097 金　勇輝
□TL098 トーマス優デーリックデニイ
□TL099 武者大輔
□TL100 マイケル・リトル
［インサートカード］
〈TOP-CLASS〉
□TC01 ラファエレ ティモシー
□TC02 松島幸太朗
□TC03 ヘル ウヴェ
□TC04 姫野和樹



□TC05 マルコム・マークス
□TC06 稲垣啓太
□TC07 ピーター“ラピース”ラブスカフニ
□TC08 ベリック・バーンズ
□TC09 具智元
□TC10 瀧澤　直
□TC11 リーチ マイケル
□TC12 田村　優
□TC13 ジェームス・ムーア
□TC14 堀江恭佑
□TC15 ヴィンピー・ファンデルヴァルト
□TC16 土佐　誠
〈Power of JAPAN〉
□PJ01 中島イシレリ
□PJ02 ラファエレ ティモシー
□PJ03 アタアタ・モエアキオラ
□PJ04 山中亮平
□PJ05 流　大
□PJ06 北出卓也
□PJ07 ツイ ヘンドリック
□PJ08 中村亮土
□PJ09 松島幸太朗
□PJ10 ヘル ウヴェ
□PJ11 姫野和樹
□PJ12 木津悠輔
□PJ13 茂野海人
□PJ14 アマナキ・レレイ・マフィ
□PJ15 坂手淳史
□PJ16 ヴァル アサエリ愛
□PJ17 稲垣啓太
□PJ18 堀江翔太
□PJ19 松田力也
□PJ20 福岡堅樹
□PJ21 ピーター“ラピース”ラブスカフニ
□PJ22 具　智元
□PJ23 レメキ ロマノ ラヴァ
□PJ24 德永祥尭
□PJ25 リーチ マイケル
□PJ26 田中史朗
□PJ27 田村　優
□PJ28 ジェームス・ムーア
□PJ29 ヴィンピー・ファンデルヴァルト
［スペシャルインサートカード］
〈直筆サインカード〉
□ 前川鐘平 89枚
□ アンドリュー・エリス 120枚
□ 流　大 45枚
□ 大戸裕矢 90枚
□ 姫野和樹 48枚
□ 金　正奎 95枚
□ 坂手淳史 60枚
□ 立川理道 90枚
□ 濱野大輔 90枚
□ 松橋周平 90枚
□ 小林亮太 90枚



□ 亀井亮依 90枚
□ 小川高廣 90枚
□ 德永祥尭 89枚
□ 庭井祐輔 95枚
□ 嶋田直人 102枚
□ 福坪龍一郎 90枚
□ 村田　毅 90枚
□ オーガスティン・プル 120枚
□ 茂野洸気 100枚
□ 土佐　誠 90枚
□ 中島イシレリ 89枚
□ ブロディ・レタリック 120枚
□ ダン・カーター 120枚
□ ラファエレ ティモシー 60枚
□ アタアタ・モエアキオラ 60枚
□ 山中亮平 58枚
□ 北出卓也 45枚
□ ツイ ヘンドリック 59枚
□ 中村亮土 46枚
□ サム・ケレビ 90枚
□ 梶村祐介 60枚
□ 松島幸太朗 30枚
□ 山本幸輝 93枚
□ ヘル ウヴェ 60枚
□ クワッガ・スミス 120枚
□ 矢富勇毅 90枚
□ 清原　祥 90枚
□ サム・グリーン 119枚
□ 五郎丸歩 117枚
□ 三浦昌悟 90枚
□ 木津悠輔 60枚
□ キアラン・リード 118枚
□ 茂野海人 69枚
□ ヘンリー ジェイミー 89枚
□ 彦坂匡克 89枚
□ ウィリー・ルルー 90枚
□ マルコム・マークス 60枚
□ ヴィリー・ブリッツ 90枚
□ アマナキ・レレイ・マフィ 59枚
□ クリスチャン・リアリーファノ 90枚
□ 山田章仁 86枚
□ 石井　魁 118枚
□ ヴァル アサエリ愛 59枚
□ 稲垣啓太 50枚
□ 堀江翔太 60枚
□ サム・ホワイトロック 90枚
□ ダミアン・デアリエンディ 90枚
□ 松田力也 60枚
□ 福岡堅樹 60枚
□ 杉本博昭 90枚
□ ピーター“ラピース”ラブスカフニ 63枚
□ 末永健雄 90枚
□ ドウェイン・フェルミューレン 118枚
□ バーナード・フォーリー 90枚
□ ライアン・クロッティ 118枚



□ 山本昌太 90枚
□ ベリック・バーンズ 90枚
□ ロトアヘアアマナキ大洋 90枚
□ ロビー・ロビンソン 120枚
□ 具　智元 50枚
□ RG・スナイマン 89枚
□ 朴　成基 90枚
□ レメキ ロマノ ラヴァ 59枚
□ 瀧澤　直 73枚
□ 大和田立 90枚
□ ジャック・ラム 119枚
□ 後藤輝也 120枚
□ 大野　均 90枚
□ マット・トッド 120枚
□ リーチ マイケル 60枚
□ アニセ サムエラ 120枚
□ 田中史朗 90枚
□ ジェシー・クリエル 84枚
□ ジェームス・ムーア 50枚
□ ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ 90枚
□ ジェイソン・エメリー 90枚
□ 屋宜ベンジャミンレイ 90枚
□ 木津武士 120枚
□ 堀江恭佑 60枚
□ クリップス ヘイデン 88枚
□ 牛原寛章 90枚
□ ヴィンピー・ファンデルヴァルト 55枚
□ 金　勇輝 94枚
□ トーマス優デーリックデニイ 90枚
□ 武者大輔 90枚
□ マイケル・リトル 107枚
〈スペシャル直筆サインカード 縦版〉
□ ラファエレ ティモシー 30枚
□ 松島幸太朗 15枚
□ ヘル ウヴェ 30枚
□ 姫野和樹 20枚
□ マルコム・マークス 30枚
□ 稲垣啓太 20枚
□ ピーター“ラピース”ラブスカフニ 20枚
□ ベリック・バーンズ 29枚
□ 具　智元 20枚
□ 瀧澤　直 30枚
□ リーチ マイケル 30枚
□ ジェームス・ムーア 20枚
□ 堀江恭佑 30枚
□ ヴィンピー・ファンデルヴァルト 30枚
□ 土佐　誠 30枚
〈スペシャル直筆サインカード 横版〉
□ 中島イシレリ 29枚
□ ラファエレ ティモシー 30枚
□ アタアタ・モエアキオラ 30枚
□ 山中亮平 30枚
□ 流　大 15枚
□ 北出卓也 15枚
□ ツイ ヘンドリック 30枚



□ 中村亮土 20枚
□ 松島幸太朗 15枚
□ ヘル ウヴェ 30枚
□ 姫野和樹 20枚
□ 木津悠輔 30枚
□ 茂野海人 30枚
□ アマナキ・レレイ・マフィ 30枚
□ 坂手淳史 30枚
□ ヴァル アサエリ愛 30枚
□ 稲垣啓太 20枚
□ 堀江翔太 30枚
□ 松田力也 30枚
□ 福岡堅樹 30枚
□ ピーター“ラピース”ラブスカフニ 20枚
□ 具　智元 20枚
□ レメキ ロマノ ラヴァ 30枚
□ 德永祥尭 29枚
□ リーチ マイケル 30枚
□ 田中史朗 30枚
□ ジェームス・ムーア 20枚
□ ヴィンピー・ファンデルヴァルト 30枚


