
あなたのキャラ クター 霜月 サビーネ 四万十川 アリス 千本桜 明菜 綾崎 楓 草野 珠 ミス・ブラ ック・メテオラ イ ト 三国屋碧沙 雪月通訳 白瀬・ウルフレット・桜子 一 二十四
1位 里見 晶 ひつじ執事ツツジ 砂漠谷レマ 口舌院五六八 砂漠谷レマ 小灰陵 墓色 陸道 舞靡 倉谷 風 パラ ノイ ア・菜子 柿内 萌華
2位 【不定】 ”最低の竜人"ステラ 照本音隠 弐番館 白雪 照本音隠 N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス ”最低の竜人"ステラ 露草 蛍 砂漠谷レマ 弐番館 白雪
3位 倉谷 風 パラ ノイ ア・菜子 陸道 舞靡 鉄炮塚 鈴 シトラ ・ストロベリーフィールド 鉄炮塚 鈴 パラ ノイ ア・菜子 菅生 燈 ひつじ執事ツツジ 照本音隠
4位 胡　亞聞 小灰陵 墓色 赤牛崎 黄毬 メテオラ イ 投子 メテオラ イ 投子 露草 蛍 彩妃 言葉 樹蔭街みやる 呉石 佐衣子 砂漠谷レマ
5位 ”最低の竜人"ステラ 弐番館 白雪 メテオラ イ 投子 柿内 萌華 パラ ノイ ア・菜子 パラ ノイ ア・菜子 砂漠谷レマ 百端一茶 照本音隠 胡　亞聞
6位 札井塚あおり 柿内 萌華 ひつじ執事ツツジ 胡　亞聞 赤牛崎 黄毬 シトラ ・ストロベリーフィールド 【不定】 衣紗早包 小灰陵 墓色 札井塚あおり
7位 パラ ノイ ア・菜子 【不定】 パラ ノイ ア・菜子 里見 晶 不気味なイ タミ 折内こころ 露草 蛍 口舌院五六八 N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 鉄炮塚 鈴
8位 メテオラ イ 投子 照本音隠 胡　亞聞 札井塚あおり ひつじ執事ツツジ 彩妃 言葉 照本音隠 札井塚あおり 胡　亞聞 N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス
9位 砂漠谷レマ N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 札井塚あおり 百端一茶 N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 赤牛崎 黄毬 N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 業ヶ深院 シアク 口舌院五六八 ひつじ執事ツツジ
10位 衣紗早包 鉄炮塚 鈴 小灰陵 墓色 シトラ ・ストロベリーフィールド 胡　亞聞 樹蔭街みやる 不気味なイ タミ 彩妃 言葉 菅生 燈 里見 晶
11位 照本音隠 業ヶ深院 シアク 倉谷 風 小灰陵 墓色 ”最低の竜人"ステラ 砂漠谷レマ 衣紗早包 大鶴ぺたん 里見 晶 メテオラ イ 投子
12位 小灰陵 墓色 胡　亞聞 【不定】 砂漠谷レマ 露草 蛍 柿内 萌華 ひつじ執事ツツジ ひつじ執事ツツジ 業ヶ深院 シアク パラ ノイ ア・菜子
13位 不気味なイ タミ 里見 晶 ”最低の竜人"ステラ 彩妃 言葉 百端一茶 菅生 燈 柿内 萌華 シトラ ・ストロベリーフィールド 【不定】 ”最低の竜人"ステラ
14位 赤牛崎 黄毬 百端一茶 柿内 萌華 N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 【不定】 札井塚あおり 胡　亞聞 胡　亞聞 柿内 萌華 赤牛崎 黄毬
15位 口舌院五六八 折内こころ 彩妃 言葉 赤牛崎 黄毬 陸道 舞靡 照本音隠 里見 晶 照本音隠 メテオラ イ 投子 【不定】
16位 鉄炮塚 鈴 彩妃 言葉 業ヶ深院 シアク 露草 蛍 菅生 燈 ”最低の竜人"ステラ 札井塚あおり 業ヶ深院 シアク 倉谷 風 口舌院五六八
17位 露草 蛍 衣紗早包 里見 晶 倉谷 風 弐番館 白雪 メテオラ イ 投子 倉谷 風 里見 晶 鉄炮塚 鈴 小灰陵 墓色
18位 彩妃 言葉 倉谷 風 菅生 燈 不気味なイ タミ 業ヶ深院 シアク 陸道 舞靡 小灰陵 墓色 弐番館 白雪 弐番館 白雪 倉谷 風
19位 菅生 燈 札井塚あおり N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 【不定】 柿内 萌華 弐番館 白雪 赤牛崎 黄毬 鉄炮塚 鈴 不気味なイ タミ 菅生 燈
20位 業ヶ深院 シアク 砂漠谷レマ 不気味なイ タミ パラ ノイ ア・菜子 札井塚あおり 胡　亞聞 鉄炮塚 鈴 小灰陵 墓色 札井塚あおり シトラ ・ストロベリーフィールド
21位 柿内 萌華 メテオラ イ 投子 呉石 佐衣子 菅生 燈 里見 晶 里見 晶 シトラ ・ストロベリーフィールド 陸道 舞靡 衣紗早包 不気味なイ タミ
22位 百端一茶 赤牛崎 黄毬 樹蔭街みやる ひつじ執事ツツジ 樹蔭街みやる 大鶴ぺたん メテオラ イ 投子 不気味なイ タミ 赤牛崎 黄毬 彩妃 言葉
23位 折内こころ 口舌院五六八 露草 蛍 照本音隠 衣紗早包 ひつじ執事ツツジ 百端一茶 折内こころ 百端一茶 呉石 佐衣子
24位 N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 陸道 舞靡 百端一茶 陸道 舞靡 呉石 佐衣子 衣紗早包 弐番館 白雪 パラ ノイ ア・菜子 シトラ ・ストロベリーフィールド 衣紗早包
25位 ひつじ執事ツツジ 露草 蛍 口舌院五六八 ”最低の竜人"ステラ 彩妃 言葉 口舌院五六八 口舌院五六八 砂漠谷レマ 露草 蛍 露草 蛍
26位 樹蔭街みやる 樹蔭街みやる 弐番館 白雪 樹蔭街みやる 口舌院五六八 倉谷 風 樹蔭街みやる 呉石 佐衣子 彩妃 言葉 樹蔭街みやる
27位 陸道 舞靡 呉石 佐衣子 シトラ ・ストロベリーフィールド 衣紗早包 倉谷 風 【不定】 業ヶ深院 シアク 柿内 萌華 ”最低の竜人"ステラ 陸道 舞靡
28位 弐番館 白雪 シトラ ・ストロベリーフィールド 鉄炮塚 鈴 業ヶ深院 シアク 大鶴ぺたん 不気味なイ タミ 菅生 燈 赤牛崎 黄毬 大鶴ぺたん 百端一茶
29位 シトラ ・ストロベリーフィールド 不気味なイ タミ 衣紗早包 呉石 佐衣子 鉄炮塚 鈴 業ヶ深院 シアク 折内こころ N-SR-CA2-T-1 ハイ レッグ・プリンセス 樹蔭街みやる 業ヶ深院 シアク
30位 呉石 佐衣子 菅生 燈 大鶴ぺたん 大鶴ぺたん 折内こころ 呉石 佐衣子 呉石 佐衣子 【不定】 折内こころ 折内こころ
31位 大鶴ぺたん 大鶴ぺたん 折内こころ 折内こころ 小灰陵 墓色 百端一茶 大鶴ぺたん メテオラ イ 投子 陸道 舞靡 大鶴ぺたん


