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ファイプワールド クリエイトフェイス一覧（2019/5/5編集）【A4印刷】

No 区別 モデル ニックネーム ファイプロ名 ファイプロニックネーム 備考
001 ルー・テーズ プロレスの神様 R・H・フェイズ 不敗の鉄人
002 ドリー・ファンクJr. テキサス・ブロンコ ハリー・テキサンJr. グレートアメリカ
003 テリー・ファンク テキサスの荒馬 ケリー・テキサン ワイルドブロンコ
004 リック・フレアー（短髪ver.） ネイチャーボーイ、狂乱の貴公子 ディック・スレンダー 疑惑の貴公子 →（3）リック・フレアー（短髪ver.）

→（598）リック・フレアー（長髪ver.）
005 ハルク・ホーガン（nWover.） HAlKstAr、Mr.AmericA、超人 アックス・ドゥガン 無敵の超人 →（4）ハルク・ホーガン（nWover.）

→（599）ハルク・ホーガン（超人ver.）
006 ランディ・サベージ マッチョマン マッチョ・サーベル スーパーマッスル
007 テリー・ゴディ 人間魚雷 ケリー・ボギー 人間核弾頭
008 ホーク・ウォーリアー 暴走戦士、殺刃戦士 ナイト・ブラスター 殺刃超特急
009 アニマル・ウォーリアー  暴走戦士 アイアン・ブラスター 暴走機関車
010 ジ・アンダーテイカー（短髪） アメリカン・バッド・アス（※バイカー時） ジ・アンダーグラウンド 地下の埋葬人 →（9）ジ・アンダーテイカー（短髪）

→（601）ジ・アンダーテイカー（長髪）
011 ディーン・マレンコ 千の技を持つ男 ディープ・ラテンコ ストーンフェイス
012 マイク・ロトンド（マイケル・ウォ IRS、Captain、フロリダの若大将 マーク・ロンドン -
013 ショーン・マイケルズ HeArt BreAK Kid、HBK シュール・マイルズ ハートブレイク・キッド
014 スコット・ホール 2-SWEET スポット・コーズ 酔いどれジゴロ
015 ビッグ・ボスマン（ビッグ・ブー 暴力看守 - -
016 ベイダー（マスクver.） 皇帝戦士 セイバー 魔王の刺客 →（15）ベイダー（マスクver.）

→（416）ベイダー（素顔・逆モヒカンver.）
※紐状マスク

017 ”クラッシャー”バンバン・ビガロ（恐怖の）入れ墨獣、刺青獣 スマッシャー・ＧＧ・ギガス フライングビースト
018 スティング オペラ座の怪人 ザ・スパイク シルバースコーピオン ※オペラ座の怪人スタイル
019 リック・スタイナー 豪腕野獣 ビッグ・シュタイナー 豪腕ブルドッグ
020 スコット・スタイナー ビッグ・パパ・パンプス スモール・シュタイナー パンプアップ肉弾児、マッチョ･ハンサム
021 リキシ スモウレスラー スモウ 恐怖の超大型巨大尻
022 サヴゥー 空飛ぶ魔術師 タトゥー クレイジーアラビアン
023 ファルーク（ロン・シモンズ） - -
024 ジェフ・ジャレット DouBle-J, The Chosen One ビル・バレット 絶対者
025 ミック・フォーリー（カクタス・ジ ハードコア・レジェンド ドンハウンド 危険な喜劇役者
026 ロード・ドッグ（・ジェシー・ジェ ロード・ドッグ ボーロ・ノック -
027 エディ・ゲレロ ラティノ・ヒート、Lie,CheAt,SteAl テリー・ネベロ ラテンの熱き血潮
028 スコーピオ リングのファンキーダンサー タランチュラ リングのＤＪ
029 タズ ヒューマンスープレックスマシーン KAZ シューティングマシン
030 シッド・ビシャス OriginAl MAdmAn セット・ディカス
031 ゴールダスト Goldy シルバーガスト エロトマニア
032 ダイヤモンド・ダラス・ペイジ 噂の黄金男 Dグラス・エッジ ダイヤモンドブレイカー
033 スティーブ・オースチン ストーンコールド スチーム・オーディーン スチールゴールド
034 ブッカーＴ 5time ChAmpion ハッカーD ダンシングトレイン →（33）ブッカーＴ

→（607）ブッカーＴ（旧）
035 レイ・ミステリオ（Jr.） 619、翼を持つ男 レイ・ミステリアス 翼を持つ天才、天才飛行少年
036 ケン・（ウェイン・）シャムロック アルティメットの英雄 ケイン・ハーロック シューティングヘラクレス
037 ビリー・ガン Mr.アス ニギー・バン 美尻レスラー
038 トミー・ドリーマー He is HARDCORE、ECWの魂 トニー・フリーマン -
039 ケビン・ナッシュ（短髪ver.） Big Sexy、 暗黒の用心棒 レビン・ガッシュ 虐殺隊長 →（38）ケビン・ナッシュ（短髪ver.）

→（602）ケビン・ナッシュ（長髪ver.）
040 ロブ・ヴァン・ダム RVD、Mr.PPV ログ・ランダム ハリウッドスター
041 ババレイ・ダッドリー キング・オブ・テーブル・クラッシャー ダニー・アングリー インテリ・ハードコア
042 ディーボン・ダッドリー 黒いハードコア ジャイアント・アングリー ブラック・ハードコア
043 マイク・バートン ゴールデンレフト マーク・ゴードン 戦慄の拳
044 スーパーＪ 謀略戦士 ナスティJOE 疑惑のスコーピオン
045 トリプルH（丸刈りver.） ザ・ゲーム、知的な暗殺者 トラブルJ ゲームマスター →（44）トリプルH（丸刈りver.）

→（603）トリプルH（長髪ver.）
046 ケイン(素顔・新マスクver.) Big Red MAchine、炎の怨霊 マイン 赤き魔獣 →（45）ケイン(素顔・新マスクver.)

→（604）ケイン（旧マスクver.）
047 ジョン・ブラッドショー・レイフィ 自称“レスリング・ゴッド”、悪の証券アナリスト - -
048 X-PAc 1・2・3キッド Wパッケージ 電撃の1・2・3
049 マット・ハーディー マティテュードの教祖、Version 1.0、The Angelic Diablo バッド・サーディーン →（48）マット・ハーディー

→（611）マット・ハーディー（教祖時代ver.）

050 ジェフ・ハーディー カリスマティック・エニグマ、XTREME、HArdcore デス・サーディーン
051 ディーロ・ブラウン 褐色爆弾 B.O.クラウン 褐色ダイナマイト
052 クリストファー・ダニエルズ フォーリン・エンジェル - - →（51）クリストファー・ダニエルズ

→（309）カレーマン



053 ライノ 獣人 - -
054 ザ・ロック（坊主ver.） People's Campion、皆の王者 ラック・レイピア 人々の王者 →（53）ザ・ロック（坊主ver.）

→（600）ザ・ロック（髪ありver.）
055 ビッグ・ショー（坊主ver.） Big Show Time、GiAnt、新巨人 ギガント・ジョー 巨人新世紀 →（54）ビッグ・ショー（坊主ver.）

→（609）ビッグ・ショー（髪ありver.）
056 ジャマール 熱風飛獣 ザ・サモアン・ビースト バーニングビースト
057 ブル・ブキャナン 粉砕隊長 バル・B・キャノン 突撃隊長
058 マーク・ヘンリー 世界最強の男 - -
059 （ビル・）ゴールドバーグ 超人類、鋼鉄の虎 （ウィル・）コールドバック 新・人類
060 ジャイアント・バーナード（Aト 暴走機関車、スウィート・ティー ギガント・ボーガード 暴走エキスプレス
061 R・トゥルース - -
062 カート・アングル（坊主ver.） オリンピックヒーロー、アメリカンヒーロー バート・バックル →（61）カート・アングル（坊主ver.）

→（605）カート・アングル（髪ありver.）
063 AJスタイルズ The PhenomenAl、Mr TNA アンジェイン・スパイラルズ ザ・ムーブメント →（62）AJスタイルズ

→（419）AJスタイルズ（旧）
064 ロウ（・）キー（カヴァル） 空駆ける牙 ピューマ・ゴーリー 天駆ける牙
065 ジョン・シナ チャンプ (The Champ)、ワル学の博士、チェインギャング- -
066 バティスタ 野獣 - -
067 CMパンク 世界最高 (The Best In The World)、声なき声の代弁者- -
068 ダニエル・ブライアン - - →（67）ダニエル・ブライアン

→（310）ブライアン・ダニエルソン
元：アメリカン・ドラゴン

069 サモア・ジョー サモアの破壊者、ザ・デストロイヤー、サモアン・サブミッション・スペシャリスト- -
070 ブライアン・ケンドリック 閃光王子 - - →（69）ブライアン・ケンドリック

→（354）レオナルド・スパンキー
071 ブロック・レスナー The Next Big Thing、苦痛を呼ぶ男 ストロング・モンスター →（70）ブロック・レスナー

→（610）ブロック・レスナー（デビュー当時ver.）

072 ランディ・オートン レジェンドキラー、毒蛇、Viper - -
073 シン・カラ - - →（72）シン・カラ

→（691）ミスティコ
※初代の正体はミスティコ、現在2代目のフニコ

074 カール・アンダーソン ザ・マシンガン ポール・ヘンダーソン
075 セス・ロリンズ キングスレイヤー、シールドの立案者 - -
076 ディーン・アンブローズ 狂犬 (The Lunatic Fringe） - -
077 ザ・ミズ ザ・マネーメイカー - -
078 ドルフ・ジグラー 華麗なるスター (The Showoff) - -
079 ルーク・ギャローズ（ドク・ギャローズ）ジ・アウトロー (The Outlaw) - -
080 エグゼビア・ウッズ - -
081 ブレイ・ワイアット 恐怖の概念を覆す男 - -
082 ビッグE - -
083 ローマン・レインズ 団体一の男（ジ・ガイ The Guy） - -
084 ビッグ・キャス - -
085 エンツォ・アモーレ リアリストガイ・イン・ザ・ルーム 、毒舌マシンガントーク - -
086 ジェイソン・ジョーダン - -
087 チャド・ゲイブル - -
088 ブラウン・ストローマン 巨獣、破壊の概念を覆す男 - -
089 ビンス・マクマホン Evil Genius、悪のオーナー マッド・バスタード（ディンク・カクラコン）-
090 シェイン・マクマホン GiAnt Killer、ShAne O-MAc ジャンク・バスタード -
091 スタン・ハンセン 不沈艦 スター・バイソン リングの猛牛
092 ブルーザー・ブロディ 超獣、インテリジェンス・モンスター ビッグ・ザ・Ｇ・ブル 哲学獣
093 スティーブ・ウイリアムス 殺人医師 スティル・ジェイムス 冷酷医師
094 ジョニー・エース 暴走狼 ジョン・ピース 金髪の餓狼
095 ゲーリー・オブライト 殺人風車 G･O=ブライト スープレックスモンスター
096 スコット・ノートン 閃光、ザ・フラッシュ フラッシュ・バートン 吼える閃光
097 ザ・グラジエーター リーサルウエポン ザ・ジェノサイド 殺戮獣 →（96）ザ・グラジエーター

→（612）マイク・アッサム
098 - - - - - -
099 バイソン・スミス 野牛戦士 ブルホーン・ルイス 猛牛戦士
100 太陽ケア Mr.H50 熱風クア ハワイの熱き風 →（99）太陽ケア

→（322）太陽ケア（旧1）
→（535）太陽ケア（旧2）
→（536）太陽ケア（旧3）

101 チャボ・ゲレロJr. チャビート、ロスの太陽二世 - -
102 シェルトン・ベンジャミン ゴールド・スタンダード - -
103 ランス・アーチャー ジ・アメリカン・サイコ、テキサス・ハイタワー - -
104 マット・サイダル（エヴァン・ボ Reborn - -
105 ジェイ・リーサル Black Machismo - -



106 MVP ブラック・ゴジラ（Black Godzilla） - -
107 アレックス・シェリー - -
108 ボビー・フィッシュ （The Burden、The Infamous） - -
109 リコシェ ザ・フューチャー・オブ・フライト 、ミスター・ハイフライ - -
110 ニック・ジャクソン - -
111 マット・ジャクソン ミスター・インスタント・リプレイ - -
112 （ボビー・）ラシュリー リアルディール - -
113 アダム・コール ジ・ワン - -
114 女子 ステファニー・マクマホン WWE重役の一人 スパンキー・バスタード -
115 女子 チャイナ（ジョニー・ローラー） 世界9番目の不思議（爆乳戦士） コレア（レジーナ）
116 女子 リタ ミサ ハードコアクイーン
117 女子 ビクトリア ブラック・ウィドウ - -
118 女子 ニッキー・ベラ - -
119 女子 ベイリー HUGGER - -
120 女子 サシャ・バンクス ザ・ボス (The Boss) - -
121 女子 シャーロット・フレアー ネイチャー・ガール、女王 (The Queen) - -
122 ジョシュ・バーネット ベビーフェイス・アサシン ジョルジュ・ホーネット 青い目のサムライ
123 ドン・フライ 戦慄のアリゲーター ボーン・クライ マッドファイター
124 クイントン”ランペイジ”ジャクソン怪力アンチェイン・ドッグ バイオレントドッグ・ジェイソン 改心の暴走ドッグ
125 マーク・コールマン ハンマー（The hAmmer） トム・チャックマン 孤高の王者
126 ケビン・ランデルマン リアル・ドンキーコング ザ・コングマン リアル・マッドコング
127 ボブ・サップ ザ・ビースト サム・ポップ 漆黒の肉弾野獣
128 ランディ・クートゥア ザ・ナチュラル - -
129 ロンダ・ラウジー ラウディ (Rowdy)、人類最凶の女 - -
130 ブレット・ハート ヒットマン ブラッド・ビート ブラッドスコーピオン
131 クリス・ベノワ ウルヴァリン、凶獣 ルイツ・ゲノア
132 クリス・ジェリコ（短髪ver.） Alpha ルイツ・ジェイク ゴールドイリュージョン →（131）クリス・ジェリコ（短髪ver.）

→（606）クリス・ジェリコ（長髪ver.）
133 エッジ R指定のスーパースター - -
134 クリスチャン（・ケイド） キャプテン・カリスマ、CLB - -
135 エリック・ヤング - -
136 デイビーボーイ・スミス・ジュニアブルドッグ二世 - -
137 ケビン・オーエンズ プロ格闘家 (Prize Fighter)、KO - -
138 ピーティー・ウィリアムズ CAnAdiAn Destroyer ディーシー・ジェイムス ザ・カナディアンショック →（137）ピーティー・ウィリアムズ

→（435）ピーティー・ウイリアムズ（旧）
139 サミ・ゼイン Generic Luchador - - 元：エル・ジェネリコ
140 ケニー・オメガ ベストバウトマシン、ザ・クリーナー、カナダの路上王 トニー・シグマ -
141 マイケル・エルガン ビッグ・マイク - -
142 カイル・オライリー - -
143 女子 トリッシュ・ストラタス ミス・エロチカ
144 女子 ゲイル・キム - -
145 女子 ナタリア The Anvilette - -
146 ミル・マスカラス 仮面貴族、千の顔を持つ男 マスカラ・コンドル 仮面大帝
147 ドス・カラス 飛鳥仮面 マスカラ・イーグル 荒鷲仮面
148 ネグロ・カサス 黒鬼小僧 ネブラ・カオス メヒコの魔豹
149 エル・イホ・デル・サント 聖者二世 Ｅ・サントス 仮面の聖者
150 アトランティス ミスター・アレナ・メヒコ、大陸仮面 - -
151 シルバー・キング エル・ファブロソ（El Fabuloso）、エル・エフェクティボ（El 

Efectivo）
- - →（150）シルバー・キング

→（422）3代目ブラックタイガー
元：ドクトル・ワグナーJr.（2代目）

152 ウルティモ・ゲレーロ - -
153 フベントゥ・ゲレーラ 天才ルチャ戦士 サーバントゥ・ベレッタ 悪き青春ファイター
154 リッキー・マルビン プリンス・オブ・ルチャドール 、El JArocho VolAdor (The High Flyer from VerAcruz) , LA MArAvillA（The wonder）ミッキー・カルディン 空飛ぶ美少年 →（153）リッキー・マルビン

→（620）リッキー・マルビン（旧）
現在：ベンガラ（AAA）

155 ボラドールJr. 2代目飛翔戦士、鳥人 - -
156 アルベルト・デル・リオ （飛鳥仮面二世） - -
157 マキシモ（・セクシー） - -
158 アンドラーデ・“シエン”・アルマスEL IDOLO、El Centinela del Espacio（※ソンブラ時）、CMLLのプリンス- - 元：ラ・ソンブラ
159 テハノ・ジュニア El Gabacho de Oro - -
160 ペンタゴンJr. ダークネス・NASAJr.
161 ダイナマイト・キッド 爆弾小僧 ダイナミック・キッド 猛爆野郎
162 初代ブラックタイガー 漆黒の虎 ブラック・パンサー 夢幻ハンター 正体：マーク・ロコ
163 デイビーボーイ・スミス 稲妻戦士、赤い稲妻 マイティボウイ・エディ 肉弾小僧
164 ウィリアム・リーガル（長髪） 悪の英国紳士 エドワード・ケイン →（163）ウィリアム・リーガル（長髪）

→（608）ウイリアム・リーガル（旧）
165 ドリュー・マッキンタイア スコットランドのサイコパス (Scottish Psychopath) - -
166 ネヴィル（PAC） 重力を忘れた男（The Man That Gravity Forgot）、超・鳥人（※ドラゲ時）- -
167 ウィル・オスプレイ ジ・エアリアル・アサシン - -



168 ジャイアント・シルバ 巨人新世紀 ギガント・ガバ ジャイアントビースト →（167）ジャイアント・シルバ
→（498）魔界●号

169 ヒクソン・グレイシー ４００戦無敗 ニクソン・ステイシー ５００戦無敗の男
170 ホイス・グレイシー 一族最強の遺伝子、 ヴォイス・ステイシー バーリトゥードの起源
171 アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ 柔術マジシャン、ミノタウロ ブラジリアン・アナコンダ 死角なき柔術王子
172 ヴァンダレイ・シウバ 戦慄のヒザ小僧 アンドレ・ダイナマイト 最終人間兵器
173 ピーター・アーツ 怪童 チーター・カール Ｓ１の覇者
174 アーネスト・ホースト ミスターパーフェクト ホーネット・ゴースト 黒き稲妻
175 セーム・シュルト 人間摩天楼 ベーム・シュトゥルム 闘う高層ビル
176 アレキサンダー・カレリン 霊長類最強の男、人類最強 ヘラクレス・アレビン 最強の人類
177 ヴォルク・ハン 関節技の魔術師 ウォルフ・バーン コマンドウルフ
178 エメリヤーエンコ・ヒョードル ロシアン・ラストエンペラー ロシアンブリザード・ウォーホル ファイナルエンペラー
179 フィン・ベイラー（プリンス・デイ 悪魔の王、リアル・ロックンローラ （P・パレット） -
180 シェイマス ケルトの戦士、シロザメ（GreAt White ShArK） - -
181 女子 ベッキー・リンチ 超雄 (The MAn)、アイルランドの反逆児 - -
182 コナー・マクレガー - -
183 タマ・トンガ ザ・バッドボーイ - -
184 バッドラック・ファレ ジ・アンダーボス - -
185 カール・ゴッチ プロレスの鉄人 カルロス・クラウザー 孤高の神様
186 ローラン・ボック 欧州の帝王、地獄の墓掘人 ネバーランド・ロッシュ 地下プロレスの覇者
187 アンドレ・ザ・ジャイアント 人間山脈、大巨人 ジャイアント・ロシュモフ 人間山脈
188 ジェロム・レ・バンナ バトル・サイボーグ ポール・サバンナ 暴走タイフーン
189 セザーロ キング・オブ・スウィング - -
190 コフィ・キングストン - -
191 ロッキー・ロメロ 暗闇のトリックスター - - 元：4代目ブラック・タイガー
192 ルセフ スーパー・アスリート 、ブルガリアの怪人 - -
193 タイガー・ジェット・シン インドの狂虎 マッド・タイガー 血に飢えた狼
194 グレート・カリ バンジャーブの悪夢 - -
195 アブドーラ・ザ・ブッチャー 黒い呪術師 アブドル・ザ・デンジャー 褐色の悪魔
196 ジャイアント・キマラ ジャングル大帝 ジャイアント・ナウラ
197 ミルコ・クロコップ ターミネーター、 ミクロ・プロポリス 首刈りマシーン
198 マーク・ハント スーパーサモアン、サモアの怪人 マイク・アント
199 アントニオ猪木 燃える闘魂 ビクトリー武蔵 闘いの伝説
200 坂口征二 世界の荒鷲 中内慶司 燃える荒鷲
201 マサ・サイトー（斎藤） 獄門鬼 ゾンビ・マサ 監獄獣
202 オカダ・カズチカ レインメーカー - -
203 棚橋弘至（2018年ver.） 100年に1人の逸材、ACE 名良橋正士 輝ける天才レスラー →（202）棚橋弘至（2018年ver.）

→（301）棚橋弘至（前髪一部染めver.）
→（513）棚橋弘至（短髪ver.）

204 スーパー・ラブ・マシン - - →（497）スーパー・ストロング・マシン
→（499）平田淳嗣
→（203）スーパー・ラブ・マシン

205 永田裕志 ブルージャスティス 阪田祐次郎 マスキュリンシューター、アマレス軍のエース
206 小島聡 剛腕 木嶋悟 豪腕の継承者
207 天山広吉 猛牛 バッファロー天本 突撃暴れ牛 →（206）天山広吉

→（502）天山広吉（旧）
208 中西学（短髪ver.） 野人 高橋衛 ファイティングヘラクレス →（207）中西学（短髪ver.）

→（503）中西学（長髪ver.）
209 真壁刀義（2018年ver.） 暴走キングコング 中瀬刃義 雑草魂 →（208）真壁刀義（2018年ver.）

→（299）真壁刀義（金髪ver.）
→（505）真壁伸也（黒髪ver.）

210 矢野通 YTR、平成の金髪狼 佐渡優 蘇る金髪鬼
211 柴田勝頼 ザ・レスラー 武田勝則 喧嘩格闘スタイル →（210）柴田勝頼

→（514）柴田勝頼（旧）
→（498）魔界●号

212 後藤洋央紀 混沌の荒武者 後光秀之 -
213 内藤哲也 制御不能なカリスマ 斎藤琢磨 -
214 ヨシタツ ガッツの塊（Cardiac Kid） - -
215 SANADA コールドスカル TAMADA（玉田真也） -
216 石井智宏 STONE PITBULL 伏見智彦 真っ只中の申し子 →（215）石井智宏

→（358）石井智宏（旧）
217 本間朋晃 みんなのこけし 相馬智明 スパイシートンパチ
218 EVIL キング・オブ・ダークネス - -
219 山本小鉄 鬼軍曹 若元一徹 鬼軍曹
220 初代タイガーマスク 黄金の虎、スーパーヒーロー、四次元殺法 マスク・ド・パンサーIV 夢幻のヒーロー 正体：佐山聡
221 獣神サンダー・ライガー 世界の獣神、怒りの獣神 超帝スーパーカイザー 時の皇帝 →（220）獣神サンダーライガー

→（515）バトルライガー
222 4代目タイガーマスク 黄金の虎4代目、新世紀の虎、黄色い悪魔 マスク・ド・パンサーIV 夢幻の疾風 →（221）4代目タイガーマスク

→（520）4代目タイガーマスク（旧）



223 邪道 レスリングマスター、ブレーキの壊れたファミリア 魔童 狂える猛犬
224 外道（2018年ver.） コンプリート・ファイター 鬼童 スーパーダイブ →（223）外道（2018年ver.）

→（316）外道（コンプリート・プレイヤーズver.）

225 KUSHIDA タイム・スプリッター HASHIDO -
226 ジャイアント馬場 東洋の巨人、世界の巨人 グレート司馬 世界を制する巨人
227 ジャンボ鶴田 怪物、完全無欠のエース トミーボンバー パワフル爆弾
228 谷津嘉章 荒武者 会津義幸 ワンダーパワー
229 馳浩 北斗の流星 伊達弘 華麗な流星 →（228）馳浩

→（532）馳浩（旧）
※ちょっと伸び気味の髪

230 秋山準（坊主・ヒゲありver.） スターネス 秋沢瞬 白銀の騎士 →（229）秋山準（坊主・ヒゲありver.）
→（334）秋山準（髪あり・ヒゲありver.）
→（550）秋山準（髪あり・ヒゲなしver.）

231 諏訪魔 大器覚醒、暴虐アリゲーター 鞍魔
232 三沢光晴 ノアの盟主 氷川光秀 ハイパーエルボー →（231）三沢光晴

→（540）2代目タイガーマスク
233 小橋建太 バーニング、絶対王者 富樫慶次 ライトニング
234 田上明 ダイナミックT 相模朗 ダイナミズムＳ
235 ラッシャー木村 マイクの鬼、金網の鬼、吠える闘将 ラッシュ桧村 Mr.マイク
236 杉浦貴 タフネスハート 松浦剛 タフネス中年
237 潮崎豪 豪腕 汐凪轟 →（236）潮崎豪

→（558）潮崎豪（旧）
238 斎藤彰俊 死神、死神からの使者 内藤秋吉 死神代理人
239 丸藤正道 空飛ぶ天才児 角辻尚道 フライングジーニアス →（238）丸藤正道

→（328）丸藤正道（旧1）
→（556）丸藤正道（旧2）

240 鈴木みのる（2018年ver.） 世界一性格の悪い男 観月みつる カミソリファイター →（239）鈴木みのる（2018年ver.）
→（425）鈴木みのる（プロレスラーver.）
→（621）鈴木みのる（パンクラスver.）

241 飯塚高史 クレイジー坊主、怨念坊主 稲塚貴幸 - →（240）飯塚高史
→（296）飯塚高史（ヒール前ver.）

242 TAKAみちのく 疾風のテクニシャン、世界一ズル賢い男、THE SIMPLEWAKAゆきぐに 荒くれ一番星
243 タイチ 世界一性格の小ズルイ男 ダイチ →（242）タイチ

→（546）石狩太一
244 橋本真也 破壊王 クラッシャー旗本 爆殺クラッシャー
245 大谷晋二郎 炎の刃 大刈真一郎 炎の刀 →（244）大谷晋二郎

→（342）大谷晋二郎（短髪ver.）
246 田中将斗 弾丸戦士 畑中雅彦 ダンガンファイター →（245）田中将斗

→（348）田中将斗（旧）
247 武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.） プロレスリング・マスター 俊藤剣 天才魔術師 →（246）武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.）

→（526）武藤敬司（ヒゲなし・坊主ver.）
→（527）武藤敬司（髪ありver.）
→（247）グレート・ムタ
→（528）グレート・ムタ（坊主ver.）
→（529）グレート・ムタ（忍者ver.）
→（530）黒使無双
→（498）魔界●号248 グレート・ムタ 東洋の神秘 ザ・グレイテスト・武道 妖忍者 →（246）武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.）
→（526）武藤敬司（ヒゲなし・坊主ver.）
→（527）武藤敬司（髪ありver.）
→（247）グレート・ムタ
→（528）グレート・ムタ（坊主ver.）
→（529）グレート・ムタ（忍者ver.）
→（530）黒使無双
→（498）魔界●号249 TAJIRI The JApAnese BuzzsAw KAIJI

250 新崎人生 南無大師遍照金剛 神崎仁水 さすらいの荒法師 →（249）新崎人生
→（566）白使

251 ザ・グレート・サスケ マスター、東北の英雄 ブレード・ハヤテ 東北の疾風
252 力道山 日本プロレスの父 力皇斬 マットの創世主
253 天龍源一郎 風雲昇り龍 サンダー龍 雷鳴戦士
254 長州力 革命戦士 ハリケーン力丸 最後の志士
255 藤波辰爾 炎の飛龍 ファイター大和 不屈の飛龍
256 ザ・グレート・カブキ 東洋の神秘 ザ・ミステリアス・カグラ 東洋の怪奇
257 川田利明 デンジャラスK 風間利家 デストロイK →（256）川田利明

→（531）川田利明（旧）
258 高田延彦 アイ・アム・プロレスラー 真田伸久 戦乱の荒武者
259 高山善廣 （プロレス界の）帝王、ノーフィアー 甲山良宏 ニュークリアー



260 小川直也 暴走王、Mr.ハッスル バーサーク野川（野川康哉） 狂気の爆走戦士
261 蝶野正洋 黒の首領 バイオレンス河野 暗黒街の首領
262 佐々木健介 マッスルボルケーノ ストーム慶介 筋肉火山 →（261）佐々木健介

→（500）佐々木健介（旧1）
→（501）佐々木健介（旧2）
→（653）マスクド・ボルケーノ

263 冬木弘道 理不尽大王 サクソン春樹 ビッグバディ
264 越中詩郎 侍ファイター、侍魂 サムライ・ジロー ド演歌侍
265 大森隆男 ワイルドハート 大林剛雄 荒ぶる心
266 曙 第36代横綱 暁
267 藤原喜明 組長、（昭和の）テロリスト 梶原丈 サブミッションファイター
268 船木誠勝 ハイブリッドレスラー 桧垣誠 ハイブリッドレスラー
269 阿修羅・原 ヒットマン ヒットマン源 リングの殺し屋
270 桜庭和志 世界が恐れるIQレスラー 柏田一樹 脅威頭脳ファイター
271 大仁田厚 邪道 沖田勝志 炎のカリスマ
272 ハヤブサ 不死鳥 ランマル 翔く不死鳥
273 - - - -
274 ヒロ斎藤 Mr.セントーン レイジング・ヒロ セントーンマスター
275 金本浩二 黒のカリスマ、ジュニアのカリスマ 鎌本鋭司 カリスマスター →（274）金本浩二

→（517）金本浩二（新日Jr.初期ver.）
276 ディック東郷 レスリングマスター、東北の鉄人 リック西城 究極セントーン
277 スペル・デルフィン セニョール・ペルフェクト S・オルカ 浪花の彗星
278 ケンドー・カシン 謀略仮面、問題児 ブシドー・ヤ・シン 策略仮面 →（277）ケンドー・カシン

→（541）石澤常光
279 レフェリー テッド田辺 - バット若部 -
280 エル・サムライ ジュニアの巨人 Ｅ・カミカゼ 巨大なジュニア
281 高岩竜一 超竜 鷹龍岩人 恐竜
282 鈴木鼓太郎 疾風戦士 観月小次郎 蒼き流星 →（281）鈴木鼓太郎

→（329）鈴木鼓太郎（旧）
283 中嶋勝彦 天才空手少年 高嶋達彦 ヤング火山 →（282）中嶋勝彦

→（414）中嶋勝彦（旧）
284 中邑真輔 黒いロックスター 中山俊吾 ナチュラルスタンス →（283）中邑真輔

→（302）中邑真輔（旧1）
→（508）中邑真輔（旧2）

285 ヒデオ・イタミ - - →（333）KENTA（ヒゲありver.）
→（557）KENTA（ヒゲなしver.）
→（284）ヒデオ・イタミ

286 飯伏幸太 ゴールデン☆スター 山伏颯太 -
287 女子 ASUKA 未来の女帝 (The Empress of Tomorrow)、天空の逸女 - - 元：華名
288 高橋ヒロム THICKING TIME BOMB - -
289 前田日明 格闘王 冴刃明 世界の格闘王
290 藤田和之 ファイティングビースト ゴリラ梶田 ファイティングビースト
291 女子 吉田沙保里 霊長類最強女子 - -
292 レフェリー マイク・キオーダ - - -
293 アニマル浜口 闘将 シャウト溝口 アニマルパワー
294 木戸修 いぶし銀 水戸勇 技巧の仕事師
295 木村健悟 イナズマ イナズマ拳悟 甦る鉄拳
296 山崎一夫 一匹狼 山本和輝 熱き蹴撃手
297 飯塚高史（ヒール前ver.） 寡黙な闘志 稲塚貴幸 北海のジャッカル、静かなる闘志 →（240）飯塚高史

→（296）飯塚高史（ヒール前ver.）
298 西村修 ミスター無我 草村徹 飛竜の遺伝子 →（297）西村修

→（504）西村修（旧）
299 安田忠夫 不良中年 益田高男 そびえ立つ巨壁 →（298）安田忠夫

→（563）安田忠夫（旧1）
→（564）安田忠夫（旧2）

300 真壁刀義（金髪ver.） 草魂 中瀬刃義 雑草魂 →（208）真壁刀義（2018年ver.）
→（299）真壁刀義（金髪ver.）
→（505）真壁伸也（黒髪ver.）

301 吉江豊 格闘モンスター 秦江真 フライングモンスター →（300）吉江豊
→（507）吉江豊（渦巻きモヒカンver.）
→（506）吉江豊（短髪ver.）

302 棚橋弘至（前髪一部染めver.） 太陽の天才児、100年に一人の逸材 名良橋正士 輝ける天才レスラー →（202）棚橋弘至（2018年ver.）
→（301）棚橋弘至（前髪一部染めver.）
→（513）棚橋弘至（短髪ver.）

303 中邑真輔（旧1） 選ばれし神の子 中山俊吾 ナチュラルスタンス →（283）中邑真輔
→（302）中邑真輔（旧1）
→（508）中邑真輔（旧2）

304 ブルー・ウルフ 蒙古狼星 ブルー・ジャッカル モンゴルの星
305 小林邦昭 虎ハンター 五十嵐利明 闇狩人



306 （田中）稔 十字職人 充 十字マスター →（305）（田中）稔
→（518）ヒート（初期ver.）
→（519）ヒート

307 成瀬昌由 狂戦士 渡瀬貴幸 凶戦士
308 垣原賢人 風林火山 牧原武彦 熱風児
309 井上亘（金髪＆長髪ver.） ハングリーウルフ 木下勝 ハングリーライオン →（308）井上亘（金髪＆長髪ver.）

→（521）井上亘（黒髪ver.）
310 カレーマン 魅惑のスパイシー カリー・マスク 超激辛スパイス →（51）クリストファー・ダニエルズ

→（309）カレーマン
311 ブライアン・ダニエルソン ヤギ顔 (Goat Face) - - →（67）ダニエル・ブライアン

→（310）ブライアン・ダニエルソン
元：アメリカン・ドラゴン

312 星野勘太郎 魔界倶楽部総裁、突貫小僧 蔵野金太郎 喧嘩仕掛け人
313 村上和成（坊主ver.） 平成のテロリスト 犬神一義 暴走テロリスト →（312）村上和成（坊主ver.）

→（565）村上和成（髪ありver.）
314 長井満也 疾風怒濤、豪刀 朱井勝也 猛刀 →（498）魔界●号
315 柳澤龍志 魔界の龍 榊原竜二 怪物シューター
316 後藤達俊 Mr.バックドロップ トシ護東 ミスターバックドロップ
317 外道（コンプリート・プレイヤーズver.）コンプリート・ファイター 鬼童 空飛ぶ悪鬼 →（223）外道（2018年ver.）

→（316）外道（コンプリート・プレイヤーズver.）

318 荒谷信孝 湘南の鷹、平成の生傷男 淡谷伸久 ブランニューサンダー →（317）荒谷信孝
→（534）荒谷望誉

319 渕正信 30年！、地獄の仕事人、赤鬼 小淵沢昌紀 白鬼
320 カズ・ハヤシ 男の中の色男 ヤス・オオハシ 色男 →（319）カズ・ハヤシ

→（542）カズ・ハヤシ（旧1）
→（543）カズ・ハヤシ（旧2）
→（567）獅龍（みちのく初期ver.）
→（644）獅龍（海援隊DXver.）

321 AKIRA（野上彰） ムービースター ASUKA（最上飛鳥） レスリングアクター
322 宮本和志 激辛番長、王道のホープ 源武志 スパイシー番長
323 太陽ケア（旧1） みんなの太陽 熱風クア ハワイの熱き風 →（99）太陽ケア

→（322）太陽ケア（旧1）
→（535）太陽ケア（旧2）
→（536）太陽ケア（旧3）

324 佐野巧真（NOAHver.） 不言実行の実力者 矢野尚樹 無言実行 →（323）佐野巧真（NOAHver.）
→（552）佐野巧真（Uインターver.）

325 泉田純 漆黒の破壊竜 泉谷牛角 破壊恐竜
326 池田大輔 バチバチファイター 引田大作 バチバチ戦士
327 モハメド・ヨネ 暴走特急モハメッド ムハマンド・トネ 暴走列車
328 小川良成 静寂の貴公子 野河芳直 静寂の昇竜
329 丸藤正道（旧1） 空飛ぶ天才児 角辻尚道 フライングジーニアス →（238）丸藤正道

→（328）丸藤正道（旧1）
→（556）丸藤正道（旧2）

330 鈴木鼓太郎（旧） 疾風戦士 観月小次郎 蒼き流星 →（281）鈴木鼓太郎
→（329）鈴木鼓太郎（旧）

331 本田多聞 五輪の星 本間羅魂 五輪戦士 →（330）本田多聞
→（551）本田多聞（長髪ver.）

332 志賀賢太郎 ジョイントクラッシャー 伊賀仁太郎 関節クラッシャー
333 菊池毅 火の玉小僧 明智清志 特攻魂
334 KENTA（ヒゲありver.） 蹴撃ソルジャー KAZUYA 美形蹴撃手 →（333）KENTA（ヒゲありver.）

→（557）KENTA（ヒゲなしver.）
→（284）ヒデオ・イタミ

335 秋山準（髪あり・ヒゲありver.） スターネス 秋沢瞬 白銀の騎士 →（229）秋山準（坊主・ヒゲありver.）
→（334）秋山準（髪あり・ヒゲありver.）
→（550）秋山準（髪あり・ヒゲなしver.）

336 金丸義信 ヒールマスター、エアリアルプレーヤー 羽丸敏則 旋風プレイヤー →（335）金丸義信
→（554）金丸義信（旧1）
→（555）金丸義信（旧2）

337 橋誠 突撃コング 滝勝 激突ゴリラ
338 井上雅央 甲斐の怪力 木下孝雄 甲斐の腕力
339 力王猛 ノアの番人 力士王崇 強力番人
340 森嶋猛 ノアの重戦車 大島崇 NOVAの重戦車
341 ドノバン・モーガン カルバン・ジョーダン 秀才ファイター
342 マイケル・モデスト ハンク・フォレスト 太陽の戦士
343 大谷晋二郎（短髪ver.） 炎の刃 大刈真一郎 ジュニアの若頭、炎の刀 →（244）大谷晋二郎

→（342）大谷晋二郎（短髪ver.）
344 佐藤耕平 若虎 斉藤真平 ホワイトタイガー →（343）佐藤耕平

→（559）佐藤耕平（旧）



345 横井宏考 怪物 外井道宏 怪獣 →（344）横井宏考
→（560）横井宏考（旧）

346 坂田亘 鋭殺 阪谷悟
347 星川尚浩 流星番長 橋澤直弘 番長流れ星
348 葛西純 クレージーモンキー、狂猿 モンキー坂井 クレイジーモンキー
349 田中将斗（旧） 弾丸戦士 畑中雅彦 グレネードバンパー →（245）田中将斗

→（348）田中将斗（旧）
350 佐々木義人 青春ハリケーン 高木俊人 青春タイフーン
351 小笠原和彦 空手狂 大河原達人 蹴撃魔術師
352 ザ・プレデター 新世紀の超獣 ザ・ベムスター 蘇った超獣
353 トム・ハワード 殺戮グリーンベレー コマンダー・パワーズ
354 スティーブ・コリノ 策略男爵 ザ・バロン・トレオ
355 レオナルド・スパンキー 閃光王子 ラインハルト・スタイリー 美貌のプリンス →（69）ブライアン・ケンドリック

→（354）レオナルド・スパンキー
356 スペル・クレイジー （The Insane Luchadore、Super Loco） - -
357 安生洋二 200％男 安藤障二 ビッグマウス
358 マット・ガファリ 巨象 バッド・サファリ 肉弾太鼓腹魔人
359 石井智宏（旧） ど真ん中の申し子 伏見智彦 真っ只中の申し子 →（215）石井智宏

→（358）石井智宏（旧）
360 GAINA 緑の魔人 GAEA 東北の星
361 折原昌夫 キング・オブ・トンパチ 折倉雅夫 ミスター・トンパチ →（360）折原昌夫

→（592）サスケ・ザ・グレート
362 藤田ミノル 騙しの魂、裏切りの流浪狼 梶田ミツル 新・金網の王者 →（361）藤田ミノル

→（594）藤田ミノル（旧）
363 日高郁人 飛・打・極 三鷹竜斗 飛翔ハンター
364 マグナムTOKYO Mr.エゴイスト ワルサーKYOTO ダンシングビート →（363）マグナムTOKYO

→（570）マグナムTOKYO（旧）
365 ドラゴン・キッド 究極龍2世 アステカ・ジュニア
366 堀口元気 H.A.G.E. 森内電気 カミに祝福された男 →（365）堀口元気

→（576）堀口元気（旧）
367 斎藤了（ヒゲありver.） ダンシングヤッホー！！ 内藤京 ダンシングファイター →（366）斎藤了（ヒゲありver.）

→（579）斉藤了（ヒゲなしver.）
368 CIMA ドリームメーカー ZYMA 怒れる悪の華 →（367）CIMA

→（571）CIMA（C-MAXver.）
369 SUWA KUGA 怒れる悪童 →（368）SUWA

→（572）SUWA（旧）
370 ドン・フジイ 平成の英雄 ボーン・ツジイ パワフルテクニシャン
371 ミラノコレクションA．Ｔ． ファッションリーダー ナポリコレクションE.T ファッショナブルワールド
372 吉野正人 スピードスター 星野雅敏 ハイスピード・スター
373 アンソニー・W・森 エレガントプリンス オスカル・M・堀 リングの貴公子
374 望月成晃 魂の蹴撃王 後月正成 蹴撃武将
375 新井健一郎 頭突き率7割7分7厘 金居善次郎 人生ヘッドバット
376 横須賀享 I LOVE YOKOSUKA 横浜亨 パワフルオールラウンダー
377 K-ness. FINAL M2Kのブレイン B-lizz. 蒼き闇の竜 →（376）K-ness.

→（577）K-ness.（旧）
378 近藤修司 最凶キングコング 千堂雄司 ザ・キングコング
379 大鷲透 バラエティー班班長 大鷹卓 相撲ファイター
380 ”Brother”YASSHI おしゃべりブラザー "Amigo"KACCHI 最も不快な男
381 シャドウＷＸ キング・オブ・デスマッチ ダークネスＸＸＸ 火炎戦士
382 山川竜司 不自身、ミスター大日本 河山龍次 ミスター・ハードコア
383 関本大介 榎本大作 肉体凶器
384 伊東竜司 デスマッチドラゴン 仁藤龍士 新世紀デスマッチ王
385 MEN'Sテイオー 誇り高き帝王 TEN'Sメイオー テクニカルレスリング
386 くいしんぼう仮面 道頓堀の大食い自慢 おいしんぼ仮面 大阪名物仮面
387 Gamma ザ・ディクテイター デルタ ブルーサイボーグ
388 えべっさん（菊タロー） 中小企業の守り神（※えべっさん）、アキバ系レスラー（※菊タロー）楽太郎（梅三郎） ある意味神の子
389 村浜武洋 ウイニング・ザ・レインボー 倉中武博 浪花の打撃王
390 ツバサ ストーム・オブ・アカプルコ ウイング 飛翔戦士
391 ビリーケン・キッド フライングソーサー ジミーヘン・キッド 浪花の星
392 タイガースマスク 大阪の猛虎 パンサーズ・マスク 格闘プロ野球 現在：丸山敦（全日）
393 マグニチュード岸和田 ビッグボス "ラストボス"DA-R-MA 浪花の絶対王者
394 大王QUÄLLT キング・オブ・テラー 魔王WALTZ 恐怖の闇戦士 →（393）大王QUÄLLT

→（583）大王QUÄLLT（旧）
395 ブラック・バッファロー タクティカルバイオレンス ダーク・オックス 暗黒野球戦士 →（394）ブラック・バッファロー

→（584）ブラック・バッファロー（旧）
396 Hi69 SA104 ワイルドスター
397 筑前りょう太 九州の若大将 越後きょう太 吠える九州男児 →（396）筑前りょう太

→（498）魔界●号
398 高木三四郎 IQ180 榊四五郎 インディのカリスマ



399 スーパー宇宙パワー 謎の宇宙生命体 ハイパー地球パワー ミラクルパワー
400 一宮章一 偽造王 偽宮昭二 偽装王
401 MIKAMI YAGAMI スーサイドボーイ
402 男色ディーノ  ゲイレスラー 2丁目ビーノ 男色魔術師
403 ポイズン澤田JULIE 蛇神、蛇界転生 バイパー原田SHELLY 蛇神の教祖 →（402）ポイズン澤田JULIE

→（587）ポイズン澤田JULIE（旧）
404 ターザン後藤 鬼神 ハンター五条 怒れる鬼神
405 ミスター・ポーゴ デスマッチの帝王 マスター・トーゴー 暗黒大王
406 松永光弘 Mr.デンジャー デンジャー松原 鮮血の牙
407 ミスター雁之助 鬼神道 Ｍｒ．芦屋 荒れ狂う業師
408 黒田哲弘 最高 室田鉄彦 最高峰
409 金村キンタロー 理不尽小僧、伊勢湾の暴れん坊 ウィニング亀村 ヒューマン・トーチ
410 マンモス佐々木 獣王 ダイナソー高木 マンモスファイター
411 アレクサンダー大塚 不屈の雑草魂、風雲児 ヘラクレス大月 スープレックスマスター
412 愚乱・浪花 戦うカニ道楽、コテコテの若ボン 怒乱・音羽 浪花のエトワール
413 GOEMON ミスター・イリュージョン ＨAＮＺＯ 漆黒の忍者
414 怨霊 霊界の貴公子 亡霊 闘うポルターガイスト →（413）怨霊

→（593）怨霊（旧）
415 中嶋勝彦（旧） 天才空手少年 高嶋達彦 ヤング火山 →（282）中嶋勝彦

→（414）中嶋勝彦（旧）
416 石川雄規 燃える情念 石原冬威 剛勇戦士
417 ベイダー（素顔・逆モヒカンver.）皇帝戦士 （スター・）セイバー 魔王の刺客 →（15）ベイダー（マスクver.）

→（416）ベイダー（素顔・逆モヒカンver.）※Uインター参戦以降の素顔スタ
イル

418 ジャイアント・シン インドの大巨人 ギガント・シバ 人間チョモランマ
419 ジョニー・スミス 仕事師 トニー・ルイス 腕殺しテクニシャン
420 AJスタイルズ（旧） The PhenomenAl、Mr TNA アンジェイン・スパイラルズ ザ・ムーブメント →（62）AJスタイルズ

→（419）AJスタイルズ（旧）
421 ドス・カラスJr. 飛鳥仮面二世（仮） マスカラ・イーグルJr. ルチャ最強の遺伝子
422 ドクトル・ワグナーJr.（旧） 白い魔人 D・シルバーJr. 白い魔人 →（697）ドクトル・ワグナーJr.

→（421）ドクトル・ワグナーJr.（旧）
423 3代目ブラックタイガー 暗闇の虎 ブラック・パンサー3 →（150）シルバー・キング

→（422）3代目ブラックタイガー
424 近藤有己 不動心 千堂勇気 ハイクラスの新星
425 高橋義生 野獣戦士 高石俊樹 ドデカゴンの星
426 鈴木みのる（プロレスラーver.） 風 観月みつる カミソリファイター →（239）鈴木みのる（2018年ver.）

→（425）鈴木みのる（プロレスラーver.）
→（621）鈴木みのる（パンクラスver.）

427 菊田早苗 世界一の寝技師 菊間要 グラップリングクレイジー
428 イゴール・ボブチャンチン 北の最終兵器 セルゲイ・ロブハンキン 北の切り札
429 山本宜久 武人 河本信宏 リングの勝負師
430 吉田秀彦 不死鳥柔道家 梨田秀吉 最強柔道王
431 武蔵 将志 Ｓ-１日本の星
432 アンディ・フグ 鉄人 アンドレ・ファグ 鉄腕
433 マイク・ベルナルド ゴールドラッシュ ベイク・ゲルハルト 荒ぶる豪腕
434 高阪剛 世界のＴK 宝坂大志 バイオニクスソルジャー
435 佐竹雅昭 怪獣王子、世紀末覇者 佐岳雅之 怪獣殿下
436 ピーティー・ウイリアムズ（旧） CAnAdiAn Destroyer ディーシー・ジェイムス ザ・カナディアンショック →（137）ピーティー・ウィリアムズ

→（435）ピーティー・ウイリアムズ（旧）
437 ビターゼ・タリエル （仮）グルジアの猛拳 リカード・ガブリエル 魔獣の剛拳
438 ゲーリー・グッドリッジ 剛力王、ＰＲＩＤＥの番人 B．B．バッドエッジ ビッグブラザー
439 田村潔司 孤高の天才 峰村崇 孤独な天才
440 金原弘光 リングス最後のエース 金城久志 若き仕事師
441 美濃輪育久（＝ミノワマン） リアル・プロレスラー 火野輪伸人 バーニングハート
442 女子 ブル中野 女帝 ブルドーザ高尾 最強の女子レスラー
443 女子 北斗晶 デンジャラスクイーン 南斗光 日本最強の主婦
444 女子 高橋奈七永（高橋奈苗） 人間冷蔵庫 ナエ☆ フライング冷蔵庫
445 女子 アメージング・コング（カルマ） マーベラス・ダンク 脅威の野性
446 女子 長与千種 中世静香 スマッシュハーツ・地
447 女子 里村明衣子 レジェンド、女子プロレス界の横綱 野々村玲子 女子プロレスの若きエース
448 女子 アジャ・コング 宇宙怪獣 ラジャ・ダンク 密林の覇者
449 女子 ダイナマイト関西 通天閣爆裂女 グレネード西京 浪花の爆弾女
450 女子 豊田真奈美 飛翔天女 横田奈々美 飛翔女神
451 女子 井上京子 狂虎マジック 木下涼子 マッドブルパワー
452 女子 神取忍 ミスター女子プロ 神咲しおり 女梶原
453 女子 堀田祐美子 ハードキッカー、格闘ケンカ女王 福生有紀子 ハードキッカー
454 女子 ライオネス飛鳥 ティグレス那須香 スマッシュハーツ・天
455 女子 浜田文子 孤高のジャンヌダルク、新世紀の女王 坂田綾乃 ミス・マリポーサ →（454）浜田文子

→（631）浜田文子（旧）



456 女子 中西百重 モエ☆ モエ☆ラッチ
457 女子 井上貴子 オーロラプリンセス 木下香奈子 元祖ビジュアル女王
458 竹村豪氏 ジュニアの反逆児 笹浦勝司 復活の飛龍魂
459 石森太二 BONE SOLDIER、（旧）スーパースター 西織大志 ザ・スーパースター
460 諏訪間幸平 ネクスト・ジャンボ 鞍馬慎平 ネクスト・トミー
461 ダン・ボビッシュ （仮）ザ・バッファロー ザン・ラディッシュ 暴走猛牛
462 フジタ”Jr.”ハヤト 神に守られし者 カジタ”Jr”マサト 東北の光の子
463 遮那王 平泉の義経伝説 夜叉王 平成牛若丸伝説
464 気仙沼二郎 闘う演歌歌手 宮城野三郎 演歌の魂
465 南野タケシ デスバレー 東尾たかし 緑色の妖精
466 パイナップル華井（現在：KEN45゜）狂乱のロック野郎 キゥイ長内 赤色の策士
467 マンゴー福田（現在：ベアー福田）出没注意 パパイヤ徳間 黄色の怪獣
468 佐藤秀、佐藤恵（現在：バラモン・シュウ、バラモン・ケイ）セーラーボーイズ（悪逆無道） 斉藤悠、斉藤聖 双子のアイドル
469 野橋真実 陸奥継承 穂積一路 さすらいの小法師
470 土井成樹  暴走マッスル 戸地篤志 勇気の門を開ける者
471 鷹木信悟 パンピング・ホーク 坂木刃斗 規格外れの超新人
472 マイケル岩佐 ミカエル宮間 笑いの探求者
473 ダニエル三島 ウリエル石田 笑いと真剣両刀使い
474 アブドーラ小林 ブラッド・レインメーカー、信州信濃の流血マシーン アブドル五十嵐 禿げ頭軍団の頭領
475 ”黒天使”沼澤邪鬼 神様、キチガイ ”白悪魔”深沢餓鬼 新世代デスマッチ戦士
476 マッドマン・ポンド 元祖バカ外人 マーダラー・ロンド 狂気のガイジン
477 2・タフ・トニー ４・ラブ・ドーリー タフ・ガイジン
478 スーパー・ドルフィン スーパー・グランパス 浪花の正統後継者 現在：HUB
479 ペロ みんなの友達 - -
480 真霜拳號 真白剣斗 研ぎ澄まされた刃
481 HERO! RIDER！ みんなのヒーロー！ 現在：HARASHIMA
482 KUDO 寡黙なストライカー SUDO 静かなるカンフー殺法
483 タノムサク鳥羽 シスボーベー古賀 酔いどれボクサー
484 諸橋晴也 琴旗誠也 炸裂喧嘩殺法
485 橋本友彦 旗本智仁 脅威のスローイング
486 BADBOY非道 死童 デスマッチに生きる男
487 佐々木貴 深紅の銃弾 高木剛 突撃バキューン！
488 GENTARO BENJIRO インディー界の色男
489 レフェリー タイガー服部 - パンサー鳥取 -
490 レフェリー 和田京平 - 佐賀公平 -
491 レフェリー 島田裕二 - 今田修司 -
492 レフェリー アール・ヘブナー - ラーク・ケスラー -
493 レフェリー 村山大値 - 久我山大気 -
494 レフェリー Mr.空中 - Mr.水中 -
495 レフェリー ジョー樋口 - ジョー弘 -
496 レフェリー ベーカリー八木 - ペペロンチーノ多喜 -
497 上田馬之助 まだら狼、金狼 梅田竜之介
498 スーパー・ストロング・マシン 青義軍の名参謀 D・S・マシン キラーマシーン →（497）スーパー・ストロング・マシン

→（499）平田淳嗣
→（203）スーパー・ラブ・マシン

499 魔界●号 （プロレス結社魔界倶楽部） 怪物倶楽部 →（499）1号：平田淳嗣
→（396）2号：筑前りょう太
→（247）3号：グレート・ムタ
→（210）4号：柴田勝頼
→（313）5号：長井満也
→（167）大魔人：ジャイアント・シルバ
→（498）魔界●号500 平田淳嗣 心優しき無頼漢 宏田純一 キラーマシーン →（497）スーパー・ストロング・マシン
→（499）平田淳嗣
→（203）スーパー・ラブ・マシン
→（498）魔界●号

501 佐々木健介（旧1） マッスルボルケーノ ストーム慶介 爆走重戦車 →（261）佐々木健介
→（500）佐々木健介（旧1）
→（501）佐々木健介（旧2）
→（653）マスクド・ボルケーノ
※丸刈り時代

502 佐々木健介（旧2） マッスルボルケーノ ストーム慶介 爆走重戦車 →（261）佐々木健介
→（500）佐々木健介（旧1）
→（501）佐々木健介（旧2）
→（653）マスクド・ボルケーノ
※長髪時代

503 天山広吉（旧） 猛牛 バッファロー天本 突撃暴れ牛 →（206）天山広吉
→（502）天山広吉（旧）



504 中西学（長髪ver.） 野人 高橋衛 ファイティングヘラクレス →（207）中西学（短髪ver.）
→（503）中西学（長髪ver.）

505 西村修（旧） ミスター無我 草村徹 飛龍の遺伝子 →（297）西村修
→（504）西村修（旧）

506 真壁伸也（黒髪ver.） 草魂 中瀬刃義 雑草魂 →（208）真壁刀義（2018年ver.）
→（299）真壁刀義（金髪ver.）
→（505）真壁伸也（黒髪ver.）

507 吉江豊（短髪ver.） 格闘モンスター 秦江真 フライングモンスター →（300）吉江豊
→（507）吉江豊（渦巻きモヒカンver.）
→（506）吉江豊（短髪ver.）

508 吉江豊（渦巻きモヒカンver.） 格闘モンスター 秦江真 フライングモンスター →（300）吉江豊
→（507）吉江豊（渦巻きモヒカンver.）
→（506）吉江豊（短髪ver.）

509 中邑真輔（旧2） 選ばれし神の子 中山俊吾 ナチュラルスタンス →（283）中邑真輔
→（302）中邑真輔（旧1）
→（508）中邑真輔（旧2）

510 小原道由 狂犬 野原道憲 アニマルＪｒ. →（509）小原道由
→（510）小原道由（旧）

511 小原道由（旧） 狂犬 野原道憲 アニマルＪｒ. →（509）小原道由
→（510）小原道由（旧）

512 福田雅一 楠田孝和
513 KENSO（鈴木健想） ミスター・パッション KOUZO（観月慶三）
514 棚橋弘至（短髪ver.） 太陽の天才児 名良橋正士 輝ける天才レスラー →（202）棚橋弘至（2018年ver.）

→（301）棚橋弘至（前髪一部染めver.）
→（513）棚橋弘至（短髪ver.）

515 柴田勝頼（旧） 喧嘩ストロングスタイル 武田勝則 喧嘩格闘スタイル →（210）柴田勝頼
→（514）柴田勝頼（旧）

516 バトルライガー 怒りの獣神 コマンド・カイザー →（220）獣神サンダーライガー
→（515）バトルライガー
※ライガーの対ヘビー・対総合コスチューム

517 保永昇男 （マットの隼、金髪の鷹） レイジング野中
518 金本浩二（新日Jr.初期ver.） 黒のカリスマ、ジュニアのカリスマ 鎌本鋭司 猛き若虎 →（274）金本浩二

→（517）金本浩二（新日Jr.初期ver.）
519 ヒート（初期ver.） 闘魂ヒート ジェット →（305）（田中）稔

→（518）ヒート（初期ver.）
→（519）ヒート

520 ヒート 闘魂ヒート ジェット →（305）（田中）稔
→（518）ヒート（初期ver.）
→（519）ヒート

521 4代目タイガーマスク（旧） 黄金の虎4代目、新世紀の虎、黄色い悪魔 マスク・ド・パンサーIV 夢幻の原石 →（221）4代目タイガーマスク
→（520）4代目タイガーマスク（旧）

522 井上亘（黒髪ver.） ハングリーウルフ 木下勝 ハングリーライオン →（308）井上亘（金髪＆長髪ver.）
→（521）井上亘（黒髪ver.）

523 田口隆祐 ファンキーウェポン、タグチジャパン監督 峰口祐介 -
524 ディック・マードック 狂犬 ディック・マーベリック
525 スコット・ノートン（旧） 閃光 フラッシュ・バートン 吼える閃光
526 ダン・デバイン 万能のバーリトゥーダー ザン・ディバイド
527 武藤敬司（旧1） プロレスリング・マスター 俊藤剣 天才魔術師 →（246）武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.）

→（526）武藤敬司（ヒゲなし・坊主ver.）
→（527）武藤敬司（髪ありver.）
→（247）グレート・ムタ
→（528）グレート・ムタ（坊主ver.）
→（529）グレート・ムタ（忍者ver.）
→（530）黒使無双528 武藤敬司（髪ありver.） プロレスリング・マスター 俊藤剣 風雲剣士 →（246）武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.）
→（526）武藤敬司（ヒゲなし・坊主ver.）
→（527）武藤敬司（髪ありver.）
→（247）グレート・ムタ
→（528）グレート・ムタ（坊主ver.）
→（529）グレート・ムタ（忍者ver.）
→（530）黒使無双
→（498）魔界●号



529 グレート・ムタ（坊主ver.） 東洋の神秘 ザ・グレイテスト・武道 妖忍者 →（246）武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.）
→（526）武藤敬司（ヒゲなし・坊主ver.）
→（527）武藤敬司（髪ありver.）
→（247）グレート・ムタ
→（528）グレート・ムタ（坊主ver.）
→（529）グレート・ムタ（忍者ver.）
→（530）黒使無双
→（498）魔界●号530 グレート・ムタ（旧2） 東洋の神秘 ザ・グレイテスト・武道 妖忍者 →（246）武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.）
→（526）武藤敬司（ヒゲなし・坊主ver.）
→（527）武藤敬司（髪ありver.）
→（247）グレート・ムタ
→（528）グレート・ムタ（坊主ver.）
→（529）グレート・ムタ（忍者ver.）
→（530）黒使無双531 黒使無双 抜斗坊主 暗黒坊 →（246）武藤敬司（ヒゲあり・坊主ver.）
→（526）武藤敬司（ヒゲなし・坊主ver.）
→（527）武藤敬司（髪ありver.）
→（247）グレート・ムタ
→（528）グレート・ムタ（坊主ver.）
→（529）グレート・ムタ（忍者ver.）
→（530）黒使無双
→（498）魔界●号532 川田利明（旧） デンジャラスK 風間利家 燃える闘志 →（256）川田利明
→（531）川田利明（旧）

533 馳浩（旧） 北斗の流星 伊達弘 華麗な流星 →（228）馳浩
→（532）馳浩（旧）
※全日参戦時の短髪

534 嵐 重撃大王、空爆重戦車 雷 重撃肉弾
535 荒谷望誉 湘南の鷹、平成の生傷男 淡谷伸久 湘南の鷲 →（317）荒谷信孝

→（534）荒谷望誉
536 太陽ケア（旧2） みんなの太陽 熱風クア ハワイの熱き風 →（99）太陽ケア

→（322）太陽ケア（旧1）
→（535）太陽ケア（旧2）
→（536）太陽ケア（旧3）

537 太陽ケア（旧3） みんなの太陽 熱風クア ハワイの熱き風 →（99）太陽ケア
→（322）太陽ケア（旧1）
→（535）太陽ケア（旧2）
→（536）太陽ケア（旧3）

538 ジム・スティール 鋼鉄狼 ジン・ストーム →（537）ジム・スティール
→（538）ウルフ・ホークフィールド

539 ウルフ・ホークフィールド バーチャルファイター ジャッカル・ボールフィード 獣の雄叫び →（537）ジム・スティール
→（538）ウルフ・ホークフィールド

540 グラン浜田 ルチャの小さな巨人 グラン・マリポーサ 小さな偉人
541 2代目タイガーマスク マスク・ド・パンサー2 →（231）三沢光晴

→（540）2代目タイガーマスク
542 石澤常光 問題児 滝沢義光 →（277）ケンドー・カシン

→（541）石澤常光
543 カズ・ハヤシ（旧1） オトコの中の色オトコ ヤス・オオハシ 色男 →（319）カズ・ハヤシ

→（542）カズ・ハヤシ（旧1）
→（543）カズ・ハヤシ（旧2）
→（567）獅龍（みちのく初期ver.）
→（644）獅龍（海援隊DXver.）

544 カズ・ハヤシ（旧2） オトコの中の色オトコ ヤス・オオハシ 色男 →（319）カズ・ハヤシ
→（542）カズ・ハヤシ（旧1）
→（543）カズ・ハヤシ（旧2）
→（567）獅龍（みちのく初期ver.）
→（644）獅龍（海援隊DXver.）

545 MAZADA （無我の炎） NAKADA 愚連隊の暴れん坊
546 NOSAWA論外  東洋の白虎 TOZAWA心外 リングの道化師
547 石狩太一 北海の新星 - - →（242）タイチ

→（546）石狩太一
548 永源遥 千両役者 天涯かなた
549 マイティ井上 和製マットの魔術師 ラスティ木下
550 百田光雄 6時半の男 - 0
551 秋山準（髪あり・ヒゲなしver.） スターネス 秋沢瞬 超新星 →（229）秋山準（坊主・ヒゲありver.）

→（334）秋山準（髪あり・ヒゲありver.）
→（550）秋山準（髪あり・ヒゲなしver.）



552 本田多聞（長髪ver.） 五輪の星 本間羅魂 吠える原人 →（330）本田多聞
→（551）本田多聞（長髪ver.）

553 佐野巧真（Uインターver.） 不言実行の実力者 矢野尚樹 フライングパンサー →（323）佐野巧真（NOAHver.）
→（552）佐野巧真（Uインターver.）

554 浅子覚 益子聡
555 金丸義信（旧1） エアリアルプレーヤー 羽丸敏則 旋風プレイヤー →（335）金丸義信

→（554）金丸義信（旧1）
→（555）金丸義信（旧2）

556 金丸義信（旧2） エアリアルプレーヤー 羽丸敏則 旋風プレイヤー →（335）金丸義信
→（554）金丸義信（旧1）
→（555）金丸義信（旧2）

557 丸藤正道（旧2） 空飛ぶ天才児 角辻尚道 フライングジーニアス →（238）丸藤正道
→（328）丸藤正道（旧1）
→（556）丸藤正道（旧2）

558 KENTA（ヒゲなしver.） 蹴撃ソルジャー KAZUYA 美形蹴撃手 →（333）KENTA（ヒゲありver.）
→（557）KENTA（ヒゲなしver.）
→（284）ヒデオ・イタミ

559 潮崎豪（旧） 豪腕 汐凪轟 →（236）潮崎豪
→（558）潮崎豪（旧）

560 佐藤耕平（旧） 若虎 斉藤真平 ホワイトタイガー →（343）佐藤耕平
→（559）佐藤耕平（旧）

561 横井宏考（旧） 怪物 外井道宏 怪獣 →（344）横井宏考
→（560）横井宏考（旧）

562 テングカイザー - - 正体：KAMIKAZE
563 泉州力 スキマカゼ力丸 究極のオマージュ
564 安田忠夫（旧1） 不良中年 益田高男 そびえ立つ巨人 →（298）安田忠夫

→（563）安田忠夫（旧1）
→（564）安田忠夫（旧2）

565 安田忠夫（旧2） 不良中年 益田高男 そびえ立つ巨人 →（298）安田忠夫
→（563）安田忠夫（旧1）
→（564）安田忠夫（旧2）

566 村上和成（髪ありver.） 平成のテロリスト 犬神一義 暴走テロリスト →（312）村上和成（坊主ver.）
→（565）村上和成（髪ありver.）

567 白使 The White Angel、The White One 白陽坊 →（249）新崎人生
→（566）白使

568 獅龍（みちのく初期ver.） 鬼龍 飛龍戦士 →（319）カズ・ハヤシ
→（542）カズ・ハヤシ（旧1）
→（543）カズ・ハヤシ（旧2）
→（567）獅龍（みちのく初期ver.）
→（644）獅龍（海援隊DXver.）

569 はやて - -
570 ウルティモ・ドラゴン 世界の究極龍、究極龍、超龍戦士 アステカ・ドラゴン 太陽の真竜
571 マグナムTOKYO（旧） Mr.エゴイスト ワルサーKYOTO ダンシングビート →（363）マグナムTOKYO

→（570）マグナムTOKYO（旧）
572 CIMA（C-MAXver.） ドリームメーカー ZYMA 怒れる悪の華 →（367）CIMA

→（571）CIMA（C-MAXver.）
573 SUWA（旧） 薩摩のぼっけもん、悪徳柔道家 KUGA 怒れる悪童 →（368）SUWA

→（572）SUWA（旧）
574 TARU 殺戮用心棒、殺戮的用心棒 BAZU B-BAＤの首領
575 神田裕之（モヒカンver.） 下克上 満田靖志 →（574）神田裕之（モヒカンver.）

→（575）神田裕之（短髪ver.）
576 神田裕之（短髪ver.） 下克上 満田靖志 →（574）神田裕之（モヒカンver.）

→（575）神田裕之（短髪ver.）
577 堀口元気（旧） H.A.G.E. 森内電気 カミに祝福された男 →（365）堀口元気

→（576）堀口元気（旧）
578 K-ness.（旧） FINAL M2Kのブレイン ブラック・アステカ 蒼き闇の竜 →（376）K-ness.

→（577）K-ness.（旧）
579 ストーカー市川 平成のブラックデビル スクリーパー西原
580 斉藤了（ヒゲなしver.） ダンシングヤッホー！！ 内藤京 ダンシングファイター →（366）斎藤了（ヒゲありver.）

→（579）斉藤了（ヒゲなしver.）
581 グレート小鹿 （仮）コスプレ社長 ブレード小熊
582 ザンディグ ジ・アイコン（The Icon） バンディッド
583 ワイフ・ビーター 妻殴り パイプ・イーター
584 大王QUÄLLT（旧） キング・オブ・テラー 魔王WALTZ 恐怖の闇戦士 →（393）大王QUÄLLT

→（583）大王QUÄLLT（旧）
585 ブラック・バッファロー（旧） タクティカルバイオレンス ダーク・オックス 暗黒野球戦士 →（394）ブラック・バッファロー

→（584）ブラック・バッファロー（旧）
586 ゴア 岸和田愚連隊切り込み隊長 - -
587 女子 お船chan お松 桃色セーラー戦士



588 ポイズン澤田JULIE（旧） 蛇神、蛇界転生 バイパー原田SHELLY 蛇神の教祖 →（402）ポイズン澤田JULIE
→（587）ポイズン澤田JULIE（旧）

589 ケンドー・ナガサキ ケンカ日本一 ゴクドー・タカサキ
590 北原光騎 格闘戦士、七色シューティングマシーン 宗片豪気
591 大矢剛功 男の中の男 棟矢久勝 血に飢えた狼
592 リッキー・フジ Sexy Storm ロッキー・ツジ ハードロックエクスプレス
593 サスケ・ザ・グレート ハヤテ・ザ・ブレード →（360）折原昌夫

→（592）サスケ・ザ・グレート
594 怨霊（旧） 霊界の貴公子 亡霊 闘うポルターガイスト →（413）怨霊

→（593）怨霊（旧）
595 藤田ミノル（旧） 金網マッチの帝王 梶田ミツル 新・金網の王者 →（361）藤田ミノル

→（594）藤田ミノル（旧）
596 女子 仮面天使ロゼッタ 仮面剣士ベレッタ
597 オリジナル バイクのヘルメット - - -
598 ネイサン・ジョーンズ THE FRONT ROW ニーサン・ジョージア
599 リック・フレアー（長髪ver.） ネイチャーボーイ ディック・スレンダー 疑惑の貴公子 →（3）リック・フレアー（短髪ver.）

→（598）リック・フレアー（長髪ver.）
600 ハルク・ホーガン（超人ver.） HAlKstAr、Mr.AmericA、超人 アックス・ドゥガン 無敵の超人 →（4）ハルク・ホーガン（nWover.）

→（599）ハルク・ホーガン（超人ver.）
601 ザ・ロック（髪ありver.） People's CAmpion、皆の王者 ラック・レイピア 人々の王者 →（53）ザ・ロック（坊主ver.）

→（600）ザ・ロック（髪ありver.）
602 ジ・アンダーテイカー（長髪） 地獄の墓堀人、Deadman ジ・アンダーグラウンド 地下の埋葬人 →（9）ジ・アンダーテイカー（短髪）

→（601）ジ・アンダーテイカー（長髪）
603 ケビン・ナッシュ（長髪ver.） Big Sexy、 暗黒の用心棒 レビン・ガッシュ 虐殺隊長 →（38）ケビン・ナッシュ（短髪ver.）

→（602）ケビン・ナッシュ（長髪ver.）
604 トリプルH（長髪ver.） ザ・ゲーム、知的な暗殺者 トラブルJ ゲームマスター →（44）トリプルH（丸刈りver.）

→（603）トリプルH（長髪ver.）
605 ケイン（旧マスクver.） Big Red MAchine、炎の怨霊 マイン 赤き魔獣 →（45）ケイン(素顔・新マスクver.)

→（604）ケイン（旧マスクver.）
606 カート・アングル（髪ありver.） オリンピックヒーロー、アメリカンヒーロー バート・バックル →（61）カート・アングル（坊主ver.）

→（605）カート・アングル（髪ありver.）
607 クリス・ジェリコ（長髪ver.） Y2J、King of the World ルイツ・ジェイク ゴールドイリュージョン →（131）クリス・ジェリコ（短髪ver.）

→（606）クリス・ジェリコ（長髪ver.）
608 ブッカーＴ（旧） 5time ChAmpion ハッカーD ダンシングトレイン →（33）ブッカーＴ

→（607）ブッカーＴ（旧）
609 ウイリアム・リーガル（旧） 英国親善大使、冷血貴族 エドワード・ケイン →（163）ウィリアム・リーガル（長髪）

→（608）ウイリアム・リーガル（旧）
610 ビッグ・ショー（髪ありver.） Big Show Time、GiAnt　新巨人 ギガント・ジョー 巨人新世紀 →（54）ビッグ・ショー（坊主ver.）

→（609）ビッグ・ショー（髪ありver.）
611 ブロック・レスナー（デビュー当時ver.）The Next Big Thing、苦痛を呼ぶ男 ストロング・モンスター →（70）ブロック・レスナー

→（610）ブロック・レスナー（デビュー当時ver.）

612 マット・ハーディー（教祖時代ver.）マティテュードの教祖 バッド・サーディーン →（48）マット・ハーディー
→（611）マット・ハーディー（教祖時代ver.）

613 マイク・アッサム 破壊戦士 バイス・ゴッサム 殺戮獣 →（96）ザ・グラジエーター
→（612）マイク・アッサム

614 FUNAKI SmacKDown No.1 Announcer FUNAKOSHI（船越栄一） 孤高の夢追い人
615 グランマスター・セクセイ トゥー・セクシー ブラックバスター・セクシャル
616 スコッティ・2・ホッティ トゥー・ホット スコッチ・Wウール
617 ジミー・ヤン カンフードラゴン カンフー・チャン
618 女子 ステイシー・キーブラー The Legs of WWE、The Weapon of Mass Seduction セクシー・キールマー
619 テッド・デビアス ミリオンダラーマン ミリオンダラー・デイビス
620 ペンタゴン ダークネス・NASA
621 リッキー・マルビン（旧） プリンス・オブ・ルチャドール ミッキー・カルディン 空飛ぶ美少年 →（153）リッキー・マルビン

→（620）リッキー・マルビン（旧）
現在：ベンガラ（AAA）

622 鈴木みのる（パンクラスver.） 風 観月みつる カミソリファイター →（239）鈴木みのる（2018年ver.）
→（425）鈴木みのる（プロレスラーver.）
→（621）鈴木みのる（パンクラスver.）

623 エンセン井上 大和魂 センネン木下 バーリトゥードの帝王
624 佐藤ルミナ 月狼 加藤フミヤ
625 ジョシー・デンプシー - -
626 ジェラルド・ゴルドー 喧嘩屋 ジェネラル・ボルドー 喧嘩屋
627 マーク・ケアー 霊長類ヒト科最強、ザ・スマッシング・マシーン(The Smashing Machine)、ザ・タイタン (The Titan)マイク・ベアー
628 アンドレイ・コピィロフ （ロシアの白魔術師） ランドル・ロピィコフ
629 ハンス・ナイマン オランダの闘犬 ランス・ハイマン ブルドッグファイター
630 ヒース・ヒーリング テキサスの荒馬 ゲイツ・シーズニング
631 フランシスコ・フィリオ 一撃、神の拳 フランティック・マリオ



632 女子 浜田文子（旧） 孤高のジャンヌダルク、新世紀の女王 坂田綾乃 ミス・マリポーサ →（454）浜田文子
→（631）浜田文子（旧）

633 女子 尾崎魔弓 悪玉、美しき悪魔 野崎沙友里
634 女子 デビル雅美 悪の女王、女帝 サタン真佐美
635 女子 下田美馬 美しき女豹 清田美香
636 女子 三田英津子 闘う摩天楼 井田世津子
637 女子 中山香里 ギャングスター 高山沙織
638 女子 さくらえみ（元川恵美） 市ヶ谷の妖星（妖精）、カルト・ヒロイン 外川恵美穂
639 女子 吉田万里子 トゥルーハート 野北真美子
640 女子 チャパリータASARI 天空つむじ風 セニョリータMANAMI
641 女子 工藤めぐみ 邪道姫 須藤ミグ
642 女子 西尾美香 ザ・ファイナリスト - -
643 女子 Hikaru （ハッスルなでしこ） - -
644 マスクドCTU マスクドGTU
645 獅龍（海援隊DXver.） 鬼龍 飛龍戦士 →（319）カズ・ハヤシ

→（542）カズ・ハヤシ（旧1）
→（543）カズ・ハヤシ（旧2）
→（567）獅龍（みちのく初期ver.）
→（644）獅龍（海援隊DXver.）

646 リコ - -
647 タイガー・エンペラー 猛虎皇帝 - - →（281）鈴木鼓太郎

→（329）鈴木鼓太郎（旧）
※正体は鈴木鼓太郎とされているが不明

648 Kagetora（景虎） 越後の虎 輝虎
649 ラッセ 復活・絶好調男！！ ネブタ
650 マッスル坂井 マッスル・オブ・ジョイトイ マッシブ中井 現在：スーパー・ササダンゴ・マシン
651 猪熊裕介 ファッションリーダー、戦闘員 獅子虎龍介 俺の時代が来た？
652 三和太 ひとり新三銃士 原太司 体脂肪率60%
653 ヨシヒコ カート・アングルが認めた男、（地獄の墓堀人形、など）トシヒト -
654 マスクド・ボルケーノ 健介第四の顔 - - →（261）佐々木健介

→（500）佐々木健介（旧1）
→（501）佐々木健介（旧2）
→（653）マスクド・ボルケーノ

655 グロンダ 赤い悪魔 - -
656 オリジナル 汎用男子1（スキンヘッド） - - -
657 オリジナル 汎用男子1（短髪1） - - -
658 オリジナル 汎用男子1（短髪2） - - -
659 オリジナル 汎用男子1（マスク） - - -
660 オリジナル 汎用男子2（スキンヘッド） - - -
661 オリジナル 汎用男子2（短髪1） - - -
662 オリジナル 汎用男子2（短髪2） - - -
663 オリジナル 汎用男子2（マスク） - - -
664 オリジナル 汎用女子1（スキンヘッド） - - -
665 オリジナル 汎用女子1（セミロング） - - -
666 オリジナル 汎用女子1（ワンレン） - - -
667 オリジナル 汎用女子1（マスク） - - -
668 オリジナル 汎用女子2（スキンヘッド） - - -
669 オリジナル 汎用女子2（セミロング） - - -
670 オリジナル 汎用女子2（ワンレン） - - -
671 オリジナル 汎用女子2（マスク） - - -
672 オリジナル 汎用女子1 - - -
673 オリジナル 汎用女子2 - - -
674 オリジナル 汎用女子3 - - -
675 オリジナル 力士 - - -
676 オリジナル リアルタイガーマスク - - -
677 オリジナル リアル熊 - - -
678 オリジナル 河童 - - -
679 オリジナル 骸骨 - - -
680 オリジナル おさる - - -
681 オリジナル アニメ女子（デフォルメ） - - -
682 オリジナル 熊 - - -
683 オリジナル 全身タイツ男 - - -
684 オリジナル アニメ系女子1 - - -
685 オリジナル アニメ系女子2 - - -
686 オリジナル アニメ系女子3 - - -
687 オリジナル アニメ系女子4 - - -
688 オリジナル たぬき - - -
689 ザ・ハリケーン 正義のヒーロー - -
690 カリスト - - 元：サムライ・デル・ソル



691 グラン・メタリック El Rey de las Cuerdas（ロープの王） - - 元：マスカラ・ドラダ
692 ミスティコ El Principe De Plata y Oro (The Prince of Silver and 

Gold)（※初代、2代目）
La Nueva Era（※2代目）

- - →（72）シン・カラ
→（691）ミスティコ

693 ドラゴン・リー 暴走マッスルカー - -
694 サイコクラウン - -
695 BUSHI 漆黒のデスマスク - -
696 レフェリー チャールズ・ロビンソン - - -
697 パガノ - -
698 ドクトル・ワグナーJr. 白い魔人 D・シルバーJr. 白い魔人 →（697）ドクトル・ワグナーJr.

→（421）ドクトル・ワグナーJr.（旧）
699 オリジナル アニメ系女子（ノーマル系） - - -
700 オリジナル アニメ系女子（ノーマル系バラ）- - -
701 オリジナル アニメ系女子（クール系） - - -
702 オリジナル アニメ系女子（クール系バラ） - - -
703 オリジナル アニメ系女子（アダルト系） - - -
704 オリジナル アニメ系女子（アダルト系バラ）- - -
- 新日DLC 棚橋弘至 100年に1人の逸材 - -
- 新日DLC 柴田勝頼 ザ・レスラー - -
- 新日DLC 天山広吉 猛牛 - -
- 新日DLC 中西学 野人 - -
- 新日DLC 小島聡 剛腕 - -
- 新日DLC マイケル・エルガン ビッグ・マイク - -
- 新日DLC ジュース・ロビンソン ムーンチャイルド、（別）Heart and Honor - -
- 新日DLC S・S・マシン 青義軍の名参謀 - -
- 新日DLC 永田裕志 ブルージャスティス - -
- 新日DLC 真壁刀義 暴走キングコング - -
- 新日DLC 本間朋晃 みんなのこけし - -
- 新日DLC 田口隆祐 ファンキーウェポン - -
- 新日DLC KUSHIDA タイム・スプリッター - -
- 新日DLC 川人拓来 未来の開拓者 - -
- 新日DLC 北村克哉 レスリング・モンスター - -
- 新日DLC 岡倫之 アマ格闘技十冠王 - -
- 新日DLC オカダカズチカ レインメーカー - -
- 新日DLC 後藤洋央紀 混沌の荒武者 - -
- 新日DLC 石井智宏 STONE PITBULL - -
- 新日DLC 矢野通 YTR - -
- 新日DLC YOSHI-HASHI ヘッド・ハンター - -
- 新日DLC 外道 コンプリートファイター - -
- 新日DLC 内藤哲也 制御不能なカリスマ - -
- 新日DLC EVIL キング・オブ・ダークネス - -
- 新日DLC SANADA コールドスカル - -
- 新日DLC BUSHI 漆黒のデスマスク - -
- 新日DLC 高橋ヒロム TICKING TIME BOMB - -
- 新日DLC 鈴木みのる 世界一性格の悪い男 - -
- 新日DLC TAKAみちのく 世界一ズル賢い男、疾風のテクニシャン - -
- 新日DLC ザック・セイバーJr. ザ・テクニカル・ワールド、（TV）英国の若き匠 - -
- 新日DLC 飯塚高史 クレイジー坊主、怨念坊主 - -
- 新日DLC タイチ 世界一性格の小ズルイ男 - -
- 新日DLC 金丸義信 ヒールマスター - -
- 新日DLC エル・デスペラード ならず者ルチャードル - -
- 新日DLC ケニー・オメガ ベストバウトマシーン - -
- 新日DLC バッドラック・ファレ ジ・アンダーボス - -
- 新日DLC タマ・トンガ ザ・バッドボーイ - -
- 新日DLC タンガ・ロア ザ・シルバーバック - -
- 新日DLC 飯伏幸太 ゴールデン☆スター - -
- 新日DLC レッドシューズ海野 – - -
- 新日Jr.DLC 獣神サンダー・ライガー 世界の獣神 - -
- 新日Jr.DLC タイガーマスク 黄金の虎4代目 - -
- 新日Jr.DLC 邪道 レスリングマスター - -
- 新日Jr.DLC ウィル・オスプレイ ジ・エアリアル・アサシン - -
- 新日Jr.DLC SHO HIGH VOLTAGE - -
- 新日Jr.DLC YOH HIGH and MIGHTY - -
- 新日Jr.DLC ロッキー・ロメロ 暗闇のトリックスター - -
- 新日Jr.DLC マーティ・スカル ザ・ヴィラン、The Villain - -
- 新日Jr.DLC バレッタ Dudebuster - -
- 新日Jr.DLC ドラゴン・リー 暴走マッスルカー - -
- 新日Jr.DLC 海野翔太 - - -
- 新日Jr.DLC 成田蓮 - - -



- 新日Jr.DLC 石森太二 BONE SOLDIER - -


