
「獅子の試練」グループ 

※ 「Ctrl+F」で冒険者様の家名を入力して検索すると、より簡単に確認できます。 

グループA 

彩刃 彩刃 彩刃 彩刃 彩刃 

さじッぺ さじッぺ さじッぺ さじッぺ さじッぺ 

 

グループ B 

ちーらん ちーらん ちーらん ちーらん ちーらん 

どっとぷらす うしろでに ナナや jajamaru ヤーマ DX 

waxxxx 高神ユン Elay 夢は何度も生まれ変わ カル家 

zkyo 大予言者 れももん ドヴァーキン 迫真田 

zawahika みーつぇ BRIDE 麻澄 ソルブライト 

幼妻 xMitex たけまる shuny kuinsan 

creation 碇星 ペンペンズ みけお トゥートゥ 



グループ B 

ライカ BD 三織 パームシベット ドムリ lisiputbbr 

宮崎拓真 農耕貴族 totodesu SAIRAI アズールクリーム 

cyba KiraXX ハウセント みもり 火羅紅 

トガちゃん 雪華燐 Sora yabiku シャーミアン 

竜月 SOKARiS テルクシノエ とろろ sun Profile 

LaStella ReBite ぽろのおやつ pekeranker イチゴジャム 

松井ちゃん ロダン さしみたんぽぽ min みんみんmin ぽんず共和国 

小鹿 owo フォロ からびーな 樋口ー ToLoMaS 

urquell TASUKU十 N Longstride 氷ノ丸 グレフルソルティ 

 

 

 

 



グループ C 

腐麗夜 LostKings SSYBALRAER ifFriends チーオム 

v しょーv 風が吹いただけで死ぬ KAMIKADzE KOAKUMA なる職人 

ぱげ商会 くおーつ ぁぐ ノッコ SoleaSofia 

Haruroll myuk 時見 常時ブラック Flyflow 

Wellfence 箱に SMILE フェアー Reygundo ばってん 

まつこでらっくす うな 一雪乃下一 kobos たにかぜ 

肯定ぺんぎん ちか一の こめ粉 紅皇 りりかの 

ブラムス rorotama Mosquito xauih MARRIA彡 

nKeybus 佳菜 Mistwalker 八葉院 ライエ 

紅銀 v エリーネ v べるっち ぴぇっと snowdoll 

Burger 封月 Drink 柚家 函館こがね 



グループ C 

Leenmm タケちゃん 小紗音 みのうし オールドファッション 

ディティルカ アケガタ フォングース XVVTackey シンセシスサーティ 

フルコース 香らないブラック 五十嵐さん りりまろ れんじょー 

ZAKIRA様 fagu legumes 田中江野 アキリア 

オリオペ シーレ yamadan ヒカリへ 筍の山 

あの日の人 Ascaride 任天堂 野乃うさぎ ぱん族 

Alexias 城泉 碧のユウキ シュタイナ一 たそがれ堂 

Mirabilis ヴァンデット 傾国の美女 小熊分団 タマ一族 

サンシンジロウ すぱぞー SUSHIO のあさーん ちゃーふぃー 

ヴォーパルバニー ポテチ泥棒 CarmineRed blackzip もやし戦士 

PFVT xBrothersx NxxB うぼああああ ReCiel 



グループ C 

TMooo triplet 幕末の豪商 ダイバクショウの UNBB長老 

ジオマトリクス ホロプロ AirJam YATAKAGAMI 桜ノ葉 

kanikama Feyyyyyy かなめこ Marrias 十天衆 

Macch トリグナ cyannn Jaeger ゼプト 

Oto コンフォルト カピーヌ ToTXIV 仮面職人 

迦楼羅神鳳凰 TREDIA 遠月学園 MaybeSEALs にらこしょう 

Marugo 天羽ちゃん ゴブリンの里 Almila ぱらのい屋 

UCDAI Thany 一所懸命 Bluesss DisBrosman 

lPurel current agatsu 放月 Raggiare 

Theta NBO 静雨 luccola 桐賭 

もふらー 煮込み味噌汁 犬神家の一族 Gatsa o カナ o 



グループ C 

白砂台座 たゆき 結彩 がんぞー キルセズ 

mallmeyer ーNiー 千都 obake わーの 

バザード ユキギツネ 日本銘菓 つきぬこ おぺんほうせ 

フェリシラ ナスス 称名滝 生産派 MITAS 

Nnmanthia コック長 jjtxs 森から来ました Lilou0123 

サイレントコア Kaitonn Puzz hotnoodles 崑崙八仙 

らば ストレイド 闇子 フィルデー エアリード 

Crofto 琥星 星の花 ケルト Poroge 

いつものおやつ kajimaru EarlySMMR vHIROv しるふぃ 

錫白 ダスティル 粘土ブロック xBestiax 白丁花 

Geocide ミルフィエル Aruon lipca 精米分合 



グループ C 

寝落ち常習犯 あふん二世 MiRaaaaa 牡丹藤 タウタウ 

ほどらむ Lapinn MoonPhase 竜球Soldier Hyperbola 

ガナニスト ー伯皇ー エンポリオ プロメテウス sambasan 

stalke puroserupi HAKU 萩の月 へんだすん 

限界集落 Altis 凌駕 Lulach 御伽話 

くう ういすきーぼんぼん CAZA シャオムゥ moon 

きのーなに食べたぁ MOCHI 八三 まくす まったりんこ veruno 

Carvel トレジャー家 LAKESHORE YukkyUsa りょん key 

ひなたぶろう LemonBee ノンカロリー akiAtBD Yumaya 

ミルザブール くまポン 蓮華家郷 王冠貴族 黒甘味 

国連連合平和維持軍 剣蘭 elCamino Rebeler レットウォーカー 



グループ C 

ティルコネイル 朧気なる蒼 イシェ corllal 磯野なな 

Arkein きゅぴーん 夕焼番長 しんせんな 枸櫞 

Walless クロイチ 腐った野菜 爻まこ爻 ねこベッチ 

omenian 出会って五秒で合体 DemonsDark ターフェアイト にゃんこの集い 

哀流 ちごもず てんこもり astalte JUVENTUS 

ViviUsa シンジ族 Lick 弟子ノート 御珍 

えとわある 四枝乃木 天衣無縫 ブルームス Balazs 

ギフト 青鈴 たま姫 みゃけ Aidx 

RZS EveRhythm 天才絵描き はのはの riomu 

Windows かざしケ丘 Refil 怜心 サバ科マグロ属 

ノーマーク 月虹 mitatan 鋼鉄 xKOUTETU 川崎純正部品 



グループ C 

アルロード 五辻 フィオリ 神獄 Aec 

ぶりぶり王国 セペーダ 八百万神の使い Triwa 鷹綾 

アイス党 蛍光レモン色 Camry ニノコロ ちぇるちぇる 

BEDROCK akanemine 口ー irohaniho ヴァルハル 

アリテマ ツナマヨ famrow x ヒロユキ 日月星辰 

チップモンク リラン フェリード Reret ミソ 

maguru 海洋動物ホヤ スラスター LateRiser アギート 

衣通 イレセード 紫園 お可愛い gospell 

禁衛府 Anet リプト tyuden 家電 

もふもふ党 にゃりす でっていぅ 田中 トラウム 

tayahaa 亀うさぎ 七色地平線 戌井 やもも 



グループ C 

あぃる おじょーちゃん 変幻 メグミルク 赫刃 

伯方 天之宮 行雲の天理 ぺがさすぅ 紫翁 

ざんねんな 帰るまでが もふちゃん kkurou ゼビーニ 

鴉葉 acanaire 花綵 RuXe あずてん 

古のデゼルト Abhang Balerix 裏側屋 ろっかふぉるて 

 


