
■レギュラーカード
# クラブ 選手 # クラブ 選手

233 札幌 菅野　孝憲 274 川崎F 三笘　薫
234 札幌 深井　一希 275 横浜FM マルコス　ジュニオール
235 札幌 駒井　善成 276 横浜FM 水沼　宏太
236 札幌 チャナティップ 277 横浜FM 梶川　裕嗣
237 札幌 田中　駿汰 278 横浜FM 小池　龍太
238 札幌 ジェイ 279 横浜FM 天野　純
239 仙台 椎橋　慧也 280 横浜FM オナイウ　阿道
240 仙台 関口　訓充 281 横浜FC 斉藤　光毅
241 仙台 西村　拓真 282 横浜FC 草野　侑己
242 仙台 長沢　駿 283 横浜FC 袴田　裕太郎
243 仙台 小畑　裕馬 284 横浜FC 中山　克広
244 仙台 アレクサンドレ　ゲデス 285 横浜FC 松尾　佑介
245 鹿島 永木　亮太 286 横浜FC 六反　勇治
246 鹿島 土居　聖真 287 湘南 金子　大毅
247 鹿島 伊藤　翔 288 湘南 大野　和成
248 鹿島 広瀬　陸斗 289 湘南 中川　寛斗
249 鹿島 遠藤　康 290 湘南 松田　天馬
250 鹿島 犬飼　智也 291 湘南 大岩　一貴
251 浦和 エヴェルトン 292 湘南 茨田　陽生
252 浦和 杉本　健勇 293 清水 立田　悠悟
253 浦和 青木　拓矢 294 清水 ファン　ソッコ
254 浦和 トーマス　デン 295 清水 カルリーニョス　ジュニオ
255 浦和 汰木　康也 296 清水 岡崎　慎
256 浦和 柴戸　海 297 清水 梅田　透吾
257 柏 大谷　秀和 298 清水 鈴木　唯人
258 柏 瀬川　祐輔 299 名古屋 丸山　祐市
259 柏 三丸　拡 300 名古屋 ジョアン　シミッチ
260 柏 中村　航輔 301 名古屋 ガブリエル　シャビエル
261 柏 大南　拓磨 302 名古屋 吉田　豊
262 柏 仲間　隼斗 303 名古屋 前田　直輝
263 F東京 渡辺　剛 304 名古屋 相馬　勇紀
264 F東京 小川　諒也 305 G大阪 三浦　弦太
265 F東京 髙萩　洋次郎 306 G大阪 倉田　秋
266 F東京 永井　謙佑 307 G大阪 小野　裕二
267 F東京 内田　宅哉 308 G大阪 キム　ヨングォン
268 F東京 中村　帆高 309 G大阪 矢島　慎也
269 川崎F 守田　英正 310 G大阪 渡邉　千真
270 川崎F 車屋　紳太郎 311 Ｃ大阪 柿谷　曜一朗
271 川崎F 小林　悠 312 Ｃ大阪 都倉　賢
272 川崎F 山根　視来 313 Ｃ大阪 清武　弘嗣
273 川崎F 長谷川　竜也 314 Ｃ大阪 片山　瑛一



■レギュラーカード
# クラブ 選手 # クラブ 選手

315 Ｃ大阪 ブルーノ　メンデス 356 千葉 新井　章太
316 Ｃ大阪 豊川　雄太 357 千葉 田口　泰士
317 神戸 渡部　博文 358 千葉 クレーベ
318 神戸 トーマス　フェルマーレン 359 東京V 高橋　祥平
319 神戸 小川　慶治朗 360 東京V 井出　遥也
320 神戸 飯倉　大樹 361 東京V 藤田　譲瑠チマ
321 神戸 藤谷　壮 362 町田 秋元　陽太
322 神戸 ドウグラス 363 町田 吉尾　海夏
323 広島 林　卓人 364 町田 髙江　麗央
324 広島 ドウグラス　ヴィエイラ 365 甲府 小柳　達司
325 広島 永井　龍 366 甲府 武田　将平
326 広島 荒木　隼人 367 甲府 内田　健太
327 広島 茶島　雄介 368 松本 藤田　息吹
328 広島 浅野　雄也 369 松本 阪野　豊史
329 鳥栖 原　輝綺 370 松本 久保田　和音
330 鳥栖 内田　裕斗 371 新潟 秋山　裕紀
331 鳥栖 豊田　陽平 372 新潟 藤田　和輝
332 鳥栖 パク　ジョンス 373 金沢 石尾　崚雅
333 鳥栖 林　大地 374 金沢 ルカオ
334 鳥栖 本田　風智 375 金沢 加藤　陸次樹
335 大分 香川　勇気 376 磐田 大森　晃太郎
336 大分 田中　達也 377 磐田 三木　直土
337 大分 渡　大生 378 磐田 清田　奈央弥
338 大分 伊佐　耕平 379 京都 ピーター　ウタカ
339 大分 佐藤　和弘 380 　京都 ヨルディ　バイス
340 大分 髙澤　優也 381 京都 森脇　良太
341 山形 大槻　周平 382 岡山 白井　永地
342 山形 加藤　大樹 383 岡山 ポープ　ウィリアム
343 山形 渡邊　凌磨 384 岡山 徳元　悠平
344 水戸 ンドカ　ボニフェイス 385 山口 菊地　光将
345 水戸 中山　仁斗 386 山口 イウリ
346 水戸 山口　一真 387 山口 池上　丈二
347 栃木 瀬川　和樹 388 徳島 垣田　裕暉
348 栃木 明本　考浩 389 徳島 西谷　和希
349 栃木 塩田　仁史 390 徳島 梶川　諒太
350 群馬 清水　慶記 391 愛媛 西岡　大志
351 群馬 岩上　祐三 392 愛媛 森谷　賢太郎
352 群馬 林　陵平 393 愛媛 忽那　喬司
353 大宮 翁長　聖 394 福岡 セランテス
354 大宮 西村　慧祐 395 福岡 福満　隆貴
355 大宮 フィリップ　クリャイッチ 396 福岡 北島　祐二



■レギュラーカード ■直筆サインカード
# クラブ 選手 # クラブ 選手

397 北九州 村松　航太 SG178 札幌 菅野　孝憲
398 北九州 永井　堅梧 SG179 札幌 菅　大輝
399 北九州 永田　拓也 SG180 札幌 福森　晃斗
400 長崎 亀川　諒史 SG181 札幌 深井　一希
401 長崎 富樫　敬真 SG182 札幌 チャナティップ
402 長崎 秋野　央樹 SG183 札幌 早坂　良太
403 琉球 風間　宏希 SG184 札幌 田中　駿汰
404 琉球 富所　悠 SG185 仙台 椎橋　慧也
405 琉球 上原　慎也 SG186 仙台 西村　拓真
406 栃木 チェックリスト１　日本のスタジアム風景44 SG187 仙台 ジャーメイン　良
407 群馬 チェックリスト２　日本のスタジアム風景45 SG188 仙台 長沢　駿
408 広島 チェックリスト３　日本のスタジアム風景46 SG189 仙台 小畑　裕馬

SG190 仙台 アレクサンドレ　ゲデス
■ユニフォームナンバーカード SG191 仙台 柳　貴博
※30枚限定のゴールドパラレルあり SG192 鹿島 永木　亮太

# クラブ 選手 SG193 鹿島 土居　聖真
U01 札幌 チャナティップ SG194 鹿島 和泉　竜司
U02 仙台 ジャーメイン　良 SG195 鹿島 永戸　勝也
U03 鹿島 内田　篤人 SG196 鹿島 遠藤　康
U04 浦和 橋岡　大樹 SG197 鹿島 犬飼　智也
U05 柏 中村　航輔 SG198 鹿島 白崎　凌兵
U06 F東京 永井　謙佑 SG199 浦和 西川　周作
U07 川崎F 家長　昭博 SG200 浦和 山中　亮輔
U08 横浜FM 扇原　貴宏 SG201 浦和 杉本　健勇
U09 横浜FC 斉藤　光毅 SG202 浦和 青木　拓矢
U10 湘南 齊藤　未月 SG203 浦和 トーマス　デン
U11 清水 西澤　健太 SG204 浦和 柴戸　海
U12 名古屋 相馬　勇紀 SG205 浦和 岩波　拓也
U13 G大阪 遠藤　保仁 SG206 柏 古賀　太陽
U14 C大阪 清武　弘嗣 SG207 柏 オルンガ
U15 神戸 アンドレス　イニエスタ SG208 柏 染谷　悠太
U16 広島 森島　司 SG209 柏 瀬川　祐輔
U17 鳥栖 松岡　大起 SG210 柏 三丸　拡
U18 大分 三平　和司 SG211 柏 中村　航輔

SG212 柏 仲間　隼斗
SG213 F東京 森重　真人
SG214 F東京 ディエゴ　オリヴェイラ
SG215 F東京 東　慶悟
SG216 F東京 アダイウトン
SG217 F東京 レアンドロ
SG218 F東京 安部　柊斗



■直筆サインカード
# クラブ 選手 # クラブ 選手

SG219 F東京 林　彰洋 SG260 名古屋 稲垣　祥
SG220 川崎F チョン　ソンリョン SG261 名古屋 成瀬　竣平
SG221 川崎F 登里　享平 SG262 G大阪 東口　順昭
SG222 川崎F レアンドロ　ダミアン SG263 G大阪 昌子　源
SG223 川崎F 大島　僚太 SG264 G大阪 遠藤　保仁
SG224 川崎F 小林　悠 SG265 G大阪 小野　裕二
SG225 川崎F 齋藤　学 SG266 G大阪 井手口　陽介
SG226 川崎F 家長　昭博 SG267 G大阪 矢島　慎也
SG227 横浜FM エリキ SG268 G大阪 宇佐美　貴史
SG228 横浜FM 水沼　宏太 SG269 C大阪 藤田　直之
SG229 横浜FM 梶川　裕嗣 SG270 C大阪 レアンドロ　デサバト
SG230 横浜FM 小池　龍太 SG271 C大阪 柿谷　曜一朗
SG231 横浜FM エジガル　ジュニオ SG272 C大阪 都倉　賢
SG232 横浜FM 天野　純 SG273 C大阪 清武　弘嗣
SG233 横浜FM 仙頭　啓矢 SG274 C大阪 丸橋　祐介
SG234 横浜FC 小林　友希 SG275 C大阪 マテイ　ヨニッチ
SG235 横浜FC 瀬古　樹 SG276 神戸 トーマス　フェルマーレン
SG236 横浜FC 松浦　拓弥 SG277 神戸 山口　蛍
SG237 横浜FC 一美　和成 SG278 神戸 セルジ　サンペール
SG238 横浜FC 松井　大輔 SG279 神戸 アンドレス　イニエスタ
SG239 横浜FC 斉藤　光毅 SG280 神戸 菊池　流帆
SG240 横浜FC 中村　俊輔 SG281 神戸 酒井　高徳
SG241 湘南 金子　大毅 SG282 神戸 佐々木　大樹
SG242 湘南 古林　将太 SG283 広島 林　卓人
SG243 湘南 大野　和成 SG284 広島 野津田　岳人
SG244 湘南 齊藤　未月 SG285 広島 川辺　駿
SG245 湘南 松田　天馬 SG286 広島 東　俊希
SG246 湘南 岩崎　悠人 SG287 広島 浅野　雄也
SG247 湘南 谷　晃生 SG288 広島 レアンドロ　ペレイラ
SG248 清水 カルリーニョス　ジュニオ SG289 広島 ハイネル
SG249 清水 後藤　優介 SG290 鳥栖 原　輝綺
SG250 清水 金井　貢史 SG291 鳥栖 内田　裕斗
SG251 清水 奥井　諒 SG292 鳥栖 豊田　陽平
SG252 清水 岡崎　慎 SG293 鳥栖 パク　ジョンス
SG253 清水 梅田　透吾 SG294 鳥栖 高丘　陽平
SG254 清水 鈴木　唯人 SG295 鳥栖 本田　風智
SG255 名古屋 ランゲラック SG296 鳥栖 石井　快征
SG256 名古屋 米本　拓司 SG297 大分 香川　勇気
SG257 名古屋 中谷　進之介 SG298 大分 松本　怜
SG258 名古屋 ジョアン　シミッチ SG299 大分 知念　慶
SG259 名古屋 ガブリエル　シャビエル SG300 大分 小出　悠太



■直筆サインカード
# クラブ 選手 # クラブ 選手

SG301 大分 渡　大生 SG342 松本 村山　智彦
SG302 大分 三平　和司 SG343 松本 鈴木　雄斗
SG303 大分 岩田　智輝 SG344 新潟 本間　至恩
SG304 山形 中村　充孝 SG345 新潟 渡邉　新太
SG305 山形 末吉　塁 SG347 新潟 ロメロ　フランク
SG306 山形 半田　陸 SG348 金沢 石尾　崚雅
SG307 山形 渡邊　凌磨 SG349 金沢 杉浦　恭平
SG308 水戸 ンドカ　ボニフェイス SG350 金沢 高安　孝幸
SG309 水戸 中山　仁斗 SG351 金沢 下川　陽太
SG310 水戸 山口　一真 SG352 磐田 大森　晃太郎
SG311 水戸 アレフ　ピットブル SG353 磐田 小川　航基
SG312 栃木 髙杉　亮太 SG354 磐田 伊藤　洋輝
SG313 栃木 明本　考浩 SG355 磐田 ルリーニャ
SG314 栃木 佐藤　祥 SG356 京都 飯田　貴敬
SG315 栃木 矢野　貴章 SG357 京都 荒木　大吾
SG316 群馬 岩上　祐三 SG358 京都 ピーター　ウタカ
SG317 群馬 林　陵平 SG359 京都 庄司　悦大
SG318 群馬 宮阪　政樹 SG360 岡山 イ　ヨンジェ
SG319 群馬 内田　達也 SG361 岡山 上田　康太
SG320 大宮 ネルミン　ハスキッチ SG362 岡山 上門　知樹
SG321 大宮 イッペイ　シノヅカ SG363 岡山 パウリーニョ
SG322 大宮 西村　慧祐 SG364 山口 高　宇洋
SG323 大宮 フィリップ　クリャイッチ SG365 山口 イウリ
SG324 千葉 チャン　ミンギュ SG366 山口 安在　和樹
SG325 千葉 山下　敬大 SG367 山口 ヘニキ
SG326 千葉 髙橋　壱晟 SG368 徳島 岩尾　憲
SG327 千葉 櫻川　ソロモン SG369 徳島 垣田　裕暉
SG328 東京V 高橋　祥平 SG370 徳島 西谷　和希
SG329 東京V 井出　遥也 SG371 徳島 杉森　考起
SG330 東京V マテウス SG372 愛媛 西岡　大志
SG331 東京V 山下　諒也 SG373 愛媛 有田　光希
SG332 町田 奥山　政幸 SG374 愛媛 忽那　喬司
SG333 町田 水本　裕貴 SG375 愛媛 三原　秀真
SG334 町田 平戸　太貴 SG376 福岡 重廣　卓也
SG335 町田 佐野　海舟 SG377 福岡 増山　朝陽
SG336 甲府 新井　涼平 SG378 福岡 ドウグラス　グローリ
SG337 甲府 ジュニオール　バホス SG379 福岡 上島　拓巳
SG338 甲府 岡西　宏祐 SG380 北九州 福森　健太
SG339 甲府 ハーフナー　マイク SG381 北九州 ディサロ　燦シルヴァーノ
SG340 松本 田中　隼磨 SG382 北九州 池元　友樹
SG341 松本 杉本　太郎 SG383 北九州 國分　伸太郎



■直筆サインカード
# クラブ 選手

SG384 長崎 ルアン
SG385 長崎 毎熊　晟矢
SG386 長崎 ビクトル　イバルボ
SG387 長崎 カイオ　セザール
SG388 琉球 ダニー　カルバハル
SG389 琉球 風間　宏矢
SG390 琉球 田中　恵太
SG391 琉球 小泉　佳穂

※SG346は欠番

■GEM
※5枚限定のブラックパラレルあり

# クラブ 選手
GEM-J19 札幌 ジェイ
GEM-J21 鹿島 エヴェラウド
GEM-J22 浦和 興梠　慎三
GEM-J23 柏 オルンガ
GEM-J24 F東京 渡辺　剛
GEM-J25 川崎F 小林　悠
GEM-J26 横浜FM マルコス　ジュニオール
GEM-J27 横浜FC 中村　俊輔
GEM-J28 湘南 石原　直樹
GEM-J29 清水 立田　悠悟
GEM-J30 名古屋 ランゲラック
GEM-J31 G大阪 遠藤　保仁
GEM-J32 C大阪 柿谷　曜一朗
GEM-J33 神戸 アンドレス　イニエスタ
GEM-J34 広島 青山　敏弘
GEM-J35 鳥栖 豊田　陽平
GEM-J36 大分 岩田　智輝
※GEM-J20は欠番
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