
聖天の守護者ラ・ウラ・ギガ
紫宮の守護者レギ・バエル 光牙忍ライデン
蔵禄の守護者カメンビー
渓谷の守護者クレスタ
セイント・キャッスル
ガガの守護者サメヘッド
日輪の守護者ソル・ガーラ
侵攻の守護者ガチャピンチ
巡ル運命ノ裁キ
空間の守護者ジル・ハイク
ドラコ・バリアー
守護聖天ラルバ・ギア
黙示護聖ファル・ピエロ
仰天の守護者マモ・ミステール
アクア・ハンプティ
時空の守護者ジル・ワーカ
束縛の守護者ユッパール
慈愛の守護者マモリ・タイハッピー
雲海の守護者メッサ・バーナ
神速の守護者グラン・リエス
戦空の守護者カイ・ジュワース
DASH総帥グレッグ
赤鼻の守護者タッツミー
白夜の守護者ロディ・ゲール
蒼光の守護者ラウ・ラ・テラ
アクア・ダンプティ
粛清者モーリッツ
湧水の光陣
黙示聖者ファル・レーゼ
ストップ・チャージャー
殉教の守護者メンコイコイ
アクア・ホーリー
スーパー・エターナル・スパーク
守護聖天グレナ・ビューレ
守護聖天アーク・バイン
迎撃の守護者エビンビー
パニッシュ・ホールド
パニック・ルーム
飛翔の精霊アイリス
スーパー・スパーク
セレスティアル・アーク
アポカリプス・デイ
守護聖天ラディア・バーレ
霊騎コルテオ
光神龍シャイニング・エッジ
優位の守護者サメンビー
神々しき光



アクア・ガード
助太刀メモリー・アクセラー
スプレー・スパイラル
侵略者ＢＪ
スパイラル・オーラ
アクア扇動兵ザ・ダンディ
アクア・メルゲ
スパイラル・スライダー
アクア新参兵アイザック
アクア・インターン
アクア実験体ゲール7号
アクア戦士ドリルゲッター2号
アクア・シャークス
霧隠テンサイ・ジャニット
アクア・ソニックウェーブ
アクア・ハルカス
ヒラメキ・プログラム
弾丸透魂スケルハンター
奇天烈ディーラー
アクア鏡師パワードミラー
アクア・スーパーエメラル
ウィザード・チャージャー
フォーチュン・ボール 夏の日スパイラル
アクア・ジェスタールーペ
ブレイン・チャージャー
サイバー・ハンド
次元波導魔法ＨＡＬ
クリスタル・パラディン１
クリスタル・パラディン２
六奇怪の一～還らぬ兵士～
アクア・バースター
コーライル
ソーサ―ヘッド・シャーク
幾何学艦隊ピタゴラス
テレポーテーション
アクア・ハルク
月面ロビー・スパイラル
アクア・バウンサー
サーフ・スパイラル
電脳大河バタフライ・ブランデ
アクア・サーファー
クリスタル・ランサー
マリン・スクランブル
アクア・ライブラリアン
蒼神龍メルローズガルブ
アクア・スナイパー
深海の伝道師アトランティス



孤独の影ロンリー・ウォーカー
怠惰の影ウーザ・ダーリー 妖姫シルフィ
特攻人形ジェニー
デッドリー・ラブ
闇からの復権
守り屋ジョーオニ―
粉砕の影ブチクダキ・フード 威牙忍ヤミカゼ・ドラグーン
凶気の影・スカル・メルディ
絶望の魔黒ジャック・バイパー
暗闇に潜む者バット・ドクター
停滞の影タイム・トリッパー
恐慌の魔黒デス・スペクター
嘆きの影ベルベットフロー
貪欲の影グレイ・バルーン
騒乱の影ウエスタン・バレル
卵胞虫ゼリーワーム
虚構の影バトウ・ショルダー
魔幻の影エターナル・クライ
ブラッディ・チャージャー
呪いのシカバネ・キタロウ
プライマル・スクリーム
穿孔の影ノーテン・ドリル
死の宣告
呪いの影シャドウ・ムーン
白骨の守護者ホネンビー
電波の影レビーテー
噛付の影クイチギリ・マスク
リバース・チャージャー
汽車男
崩壊の影デス・タギア
冥界の影ラビリンス・ローズ
嘲りの影マスクド・ホラー
絶叫の影ガナル・スクリーム
切断の影シザー・ハンズ
炸裂の影デス・サークル
ゾンビ・カーニバル
威牙忍ヤミノザンジ ファンタズム・クラッチ
腐敗怪蟲ドグマグ
魔弾ロマノフ・ストライク
荒廃の巨王ジェノサイド
盗掘人形モールス
待ち伏せオニゾウ
魔狼月下城の咆哮
デーモン・ハンド
邪悪の魔黒デビル・マーシャル
邪眼皇ロマノフⅠ世
拘束の影メリコミ・タマタマ



キリモミ・ヤマアラシ
凶戦士ブレイズ・クロー
流星のコブシ・エース
音速のナックルショット
バッドドッグ・プレス
砕神兵ガッツンダー
花美師ハナコ
爆山伏リンクウッド
爆旗持ちラガブーリン
小さな勇者ゲット
ボルカニック・アロー
音速ピード
無謀鉄人チョイヤ
一撃勇者ホノオ
心機一転！云鬼バケル
ドリル兄貴オニボリー
機神装甲ヴァルボーグ
特攻小僧スカイラブ
爆炎シューター・マッカラン
エグゼズ・ワイバーン
爆扇動アイラ
フロンティア・チャージャー
爆神兵ザルメス
暴走番長ギャラン
幻竜砲
百鬼ギャラガ
爆鏡ヒビキ
クリムゾン・チャージャー
キャノンボール・スリング
爆走鬼娘モエル・ゴ―
オニチャッカリ爆ゾウ
機神装甲ヴァルディオス
熱闘勇士マデュカス
ヒゲ総理
機神装甲ヴァルカイザー
トルネード・フレーム
機神装甲ヴァルゲットⅢ
フレイムバーン・ドラゴン シリー隊長
空神兵ウィングライオス
ドクターDr.
目玉坊ちゃんズ
ミラフォース・ドラゴン 炎刃ズバット・アクセラー
地獄スクラッパー
ボルバルザーク・紫電・ドラゴン
ミラクル・バーストショット
オニウッカリ爆マル
クリムゾン・ワイバーン



エメラルド・クロ―
レイジング・バンブー
キセル・カイワレ
ビクトリー・アップル
ダンディ・ナスオ
フェアリー・ライフ
クリクリ・イガラーズ
シャーマン・ブロッコリー
クイック・アボカド
大菜城パラダイスダンディ
バンダム・オレンジ
剛勇妖精ピーチ・プリンセス
青銅の鎧
ジオ・ナスディーノ
大集結！ドングリ軍団
カブラ・カターブラ
野生設計図
千切秘伝ワイルド・ベジタブル
スナフ・マッシュルーム
氷結ハンマー
マッスル・ポテト
ライフプラン・チャージャー
カラフル・ナスオ
アラゴト・ムスビ
ツッパリ・マメタ
グレイト・カクタス
ソイル・チャージャー
リーフストーム・トラップ
マドウ・スクラム
進化の化身
仁王の超人
鳴動するギガ・ホーン 覇翼フェアリー・アクセラー
バロン・ゴ－ヤマ 旋風カゼマルネイチャー
特攻の菊
スパイク・トラップ
グローバル・ナビゲーション
大菜王ゴッド・バナナーン
ナチュラル・トラップ
躍喰の超人
大きくて小さな農園
大地の超人
ゼノゼミツ
偽りの大菜王マツ・ボックリ
大菜王ビッグ・ナスディーン１
大菜王ビッグ・ナスディーン２ 古龍遺跡エウル＝ブッカ
激辛の超人
不落の超人



機動剛勇ラスト・モモタロウ
バスター・チャージャー
無頼護聖サソリスｊｒ．
トラップ・チャージャー
超剛勇幻風ジャガスター
無頼聖者スカイソード 涙の卒業プリン
ダママ団の聖護Go!
スター・ピッピー
雷撃と火炎の城塞
血風精霊ザーディア
腐敗電脳メルニア
腐敗電脳ディス・メルニア
知識と衰弱のアシスト
陰謀と計略の手
腐敗電脳アクア・ポインター
魔光騎聖ブラッディ・シャドウ
護聖秘宝イーグル・カーゴ
邪脚護聖ブレイガー
悪魔精霊アウゼス
支配のオラクルジュエル
電脳翔天ピピッピ
パンチとビンタの報酬
電脳勇騎マグナス
無法のレイジクリスタル
一撃必殺のロックオン
鬼斗マッスグ
友情の炎獄ゲット
ディス・フルド・ドラグーン 腐敗麗姫ベラ
爆進デス&リバース
ワーニング・スパイク
電脳聖者タージマル
スパーク・チャージャー
電脳聖者エストール
猛菌護聖ペル・ペレ
海王龍聖ラスト・アヴァタール
剛勇秘宝ライチ・デスサンデー
深塊剛勇アングラ・グレープ
腐敗無頼トリプルマウス 爆熱 矛盾のスカイソード
電脳鎧冑アナリス
デュエマ・ボーイ　ダイキ
怒流牙佐助の超人
封魔鎧冑バリエル
無頼電脳スプラッシュ・アックス
霊王機ブルファリオン



チョコっとハウス
パーリ騎士
バッテン親父
TOYザマス
ドツキ万次郎
フットンダ/ネルネ・ネルネルネ
ハクション・マスク ツタンカーネン
破界の右手スミス
逆転王女プリン ゲラッチョ男爵
墓地の守護者メガギョロン
満点ゼミナール
タイム・ストップン
ラジコンBOY
激怒！富士山ン
ジョバート・デ・ルーノ
ジョラゴン・ライジング
シャダンQ
告別のカノン弥勒 ヘルコプ太
ジョニー・ザ・ビギニング
バイナラドア 　
「勝利」の頂バトル・ザ・クライマックス


