
彦鬼彦鬼彦鬼彦鬼くんのくんのくんのくんの妹妹妹妹ちゃんちゃんちゃんちゃん名前候補名前候補名前候補名前候補リストリストリストリスト

1 愛鬼 あいき 41 金鬼 こんき 81 はっさん
2 愛蓮 あいれん 42 根鬼 こんき 82 ひかり
3 いちご 43 根姫 こんき 83 彦葵 ひまわり
4 咲鬼 さき 44 のんき 84 彦華
5 美鬼 みき 45 花鬼 はなき 85 彦子 ひこ
6 実鬼 みき 46 きんげ 86 彦子 げんこ
7 未鬼 みき 47 金蓮花 きんれんか 87 彦奈 げんな
8 美咲鬼 みさき 48 げん 88 彦葉 ひこは
9 美咲 みさき 49 元気っ子 89 彦姫 げんき
10 未咲鬼 みさき 50 恋々蓮 れんれんれん 90 ひこひめ
11 美彦 みげん 51 恋蓮 れんれん 91 彦姫 ひこひめ
12 美魅 みみ 52 桜蓮 おうれん 92 彦姫 きゅうと
13 美翔蓮 びしょうれん53 佐和耶華 さわやか 93 彦姫 げんぴ
14 美蓮 みれん 54 城鬼 きき 94 彦娘 げんき
15 嬉鬼 きき 55 城蓮 じょうれん 95 彦陽 げんぴ
16 鬼妹 きまい 56 城蓮姫 きれんき 96 姫鬼 きき
17 鬼女子 きめこ 57 城姫鬼 97 姫蓮 きれん
18 鬼子 きこ 58 聖蓮 せいれん 98 姫真理 ひまり
19 鬼な姫 きなこ 59 夏鬼 なつき 99 星蓮 せいれん
20 鬼根 60 蓮 はちす 100 堀姫 ほりひめ
21 鬼根 きね 61 蓮 れん 101 まいは
22 鬼望 のぞみ 62 蓮花 はすか 102 舞姫妃 まいきひ
23 オニコ 63 蓮花 れんか 103 紫蓮 しれん
24 オニバスバス 64 蓮華 れんげ 104 優鬼
25 鬼美 きみ 65 蓮美 はすみ 105 優鬼 ゆうき
26 鬼花 きばな 66 蓮根 れんね 106 優鬼 ゆき
27 鬼婆 67 蓮鬼 はすきい 107 陽鬼 ようき
28 鬼灯 ほおづき 68 蓮姫 はすきー 108 好魅 よしみ
29 鬼姫 おにひめ 69 蓮姫 はちすひめ 109 りん
30 鬼娘 きむすめ 70 ハスキー 110 れん
31 鬼もも きもも 71 バスコ 111 連女 れんにょ
32 鬼らら きらら 72 蓮咲 れんしょう 112 和鬼 わき
33 鬼ララ きらら 73 蓮櫻 れんおう 113 和香蓮 わかれん
34 女蓮 にょれん 74 蓮嬢 れんじょう
35 香蓮 かれん 75 蓮好鬼 はずき
36 可蓮 かれん 76 蓮花姫 れんかひめ
37 花蓮 かれん 77 蓮子 れんこ
38 華蓮 かれん 78 れんこ
39 妃毬姫蓮 ひまりん 79 バス姫
40 貴妃 きひ 80 蓮水 はっすい


