
チャンピオン エターナル名 内容

アーゴット 無慈悲な散弾 「エコーフレーム(P)」の散弾を同じ敵チャンピオンに対して4秒以内に連続で命中させた回数

アーゴット 投擲せよ 「ディスデイン(E)」で投げ飛ばした敵チャンピオンの数

アーゴット グラインダーへようこそ 「デスグラインダー(R)」で処刑した敵チャンピオンの数

アーリ 愛の反動 「幻惑のオーブ(Q)」で同じチャンピオンに魔法ダメージと確定ダメージを両方与えた回数

アーリ 危険な誘惑 敵チャンピオンに命中させた「チャーム(E)」が5秒以内にキルにつながった回数

アーリ 遠距離恋愛 「スピリットラッシュ(R)」での移動距離

アイバーン 思いやりが大切だね 「モリノトモダチ(P)」で獲得したバフを味方チャンピオンに与えた回数

アイバーン ネッコは強いんだよ 「ネッコナゲ(Q)」でスネア効果を与えた敵チャンピオンから3秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

アイバーン 花ひらけ！ 「デイジー！(R)」でノックアップさせた敵チャンピオンの数

アカリ ニンジャだね 「翻身手裏剣(E2)」の再発動で移動した距離

アカリ 任務完遂 「完遂(R)」でキルした敵チャンピオンの数

アカリ チェックマーク 「刺客の刻印(P)」で強化された通常攻撃を敵チャンピオンに命中させた回数

アジール 流砂の護り 「流砂の衝撃(E)」で軽減したダメージ

アジール 征伐 「征服の勅命(Q)」でキルした敵チャンピオンの数

アジール 報いの分砂嶺 「皇帝の分砂嶺(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

アッシュ 見つけた！ 「スカウトホーク(E)」で見つけた敵チャンピオンの数

アッシュ スタンスナイパー 「クリスタルアロー(R)」を長射程(2400ユニット以上)から命中させた敵チャンピオンの数

アッシュ 氷結の矢 「フロストショット(P)」で敵チャンピオンにスロウを与えていた時間の合計

アニー スパイシースタン 「火遊びだいすき(P)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

アニー まさに火課税 「ファイアボール(Q)」で敵チャンピオン、ミニオン、またはモンスターを倒して回復したマナの総量

アニー クマさんハグ 「やっちゃえ！ティバーズ！(R)」でダメージを与えてから3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

アニビア 過酷な凍傷 「フロストバイト(E)」で敵チャンピオンに2倍のダメージを与えた回数

アニビア 新たなる命 「再誕(P)」で復活に成功した回数

アニビア 絶対氷壁 「アイスウォール(W)」で敵チャンピオンを弾き飛ばした回数

アフェリオス 重力の枷 「束縛のエクリプス(Q)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンにスネア効果を与えた回数

アフェリオス 信仰の領域 通常攻撃の射程外からキルした敵チャンピオンの数

アフェリオス 熟達の武器使い 6秒以内に複数(2つ以上)の武器を使用してキルした敵チャンピオンの数

アムム だだこね 通常攻撃(ソースは問わない)によって短縮した「だだっこ(E)」のクールダウン時間の合計

アムム みんなでハグ 「めそめそミイラの呪い(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

アムム 友だち…できた… 「絡みつく包帯(Q)」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数

アリスター 不屈の猛牛 「不屈の意志(R)」で軽減したダメージ

アリスター マタドール 「踏破(E)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

アリスター ホーン気を見せろ 「頭突き(W)」を命中させた敵チャンピオンから5秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

イブリン 一瞬のロマンス 「妖魔の影(P)」のステルス状態が解けてから2秒以内にキルした敵チャンピオンの数

イブリン 最期の抱擁 「ラストカレス(R)」でキルした敵チャンピオンの数

イブリン 背徳感 「アリュール(W)」でチャーム効果を与えた敵チャンピオンの数

イラオイ 魂の拘留 「魂の試練(E)」によって「器」になった敵チャンピオンの数

イラオイ 深海のダンカー 「信仰震(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

イラオイ 召喚されし触手たち 「旧神の預言者(P)」または「信仰震(R)」で召喚した触手の数

イレリア 不屈の護り 「不屈の舞(W)」で軽減したダメージ量

イレリア 流麗 「瞬刃(Q)」のクールダウンを解消した回数の合計

イレリア 決意の刃 「先陣の刃(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ヴァイ オラオラオラオラ！ 2秒以内に4発(通常攻撃またはスキルで)殴った敵チャンピオンの数

ヴァイ ヴァイスのヴァイさ！ 「ケンカの作法(P)」で軽減したダメージ量の合計

ヴァイ 鉄拳制裁 「真っすぐいってぶっとばす(Q)」を最大射程から命中させた敵チャンピオンの数

ヴァルス 魔弓の射手 最大まで引き絞った「乾坤一擲(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ヴァルス 穢れし者たちよ 「穢れの連鎖(R)」を1回の発動で複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数



ヴァルス 枯れゆく生命 最大スタックの「枯死の呪い(WP)」を敵チャンピオンに発動した回数

ウーコン 残像だな！ 「乱像猿技(E)」を1回の発動で複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ウーコン 大旋風 「旋風猿舞(R)」で2体以上の敵チャンピオンをノックアップさせた回数

ウーコン ぶったまげ 「代わり身の術(W)」の代わり身が敵チャンピオンから通常攻撃またはスキルを受けた回数

ヴェイン 愚者への断罪 「パニッシュメント(E)」でノックバックさせて地形(チャンピオンが生成したものを含む)にぶつけた敵チャンピオンの数

ヴェイン 回転アクション 「タンブル(Q)」でスキルを回避した回数

ヴェイン クライマックス 「ファイナルアワー(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

ヴェル＝コズ 炸裂の大地 「地殻砕裂(E)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをノックアップさせた回数

ヴェル＝コズ 4次元チェス 「電離炸裂弾(Q)」の分裂後のプラズマ弾を命中させた敵チャンピオンの数

ヴェル＝コズ 死のアイビーム 「生体破壊光線(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ウディア 熊の張り手 「熊の型(E)」の通常攻撃でスタンさせた敵チャンピオンの数

ウディア 水流の如く 「猩々の型(P)」の最大スタックを維持した時間

ウディア 獰猛の型 「猛虎の型(Q)」による通常攻撃で敵チャンピオン、エピックモンスター、大型モンスターに対して与えた追加ダメージ量

エイトロックス ワールドエンド 「ワールドエンダー(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

エイトロックス スウィートなQ 「ダーキンブレード(Q)」の剣先（スイートスポット）を敵チャンピオンに命中させた回数

エイトロックス 逃れられぬ鎖 「炎獄の鎖(W)」で引き寄せた敵チャンピオンの数

エコー 計算どおりだな 「パラレルトラップ(W)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

エコー 次元歪曲 「ゼロ・ドライブ(P)」の効果を発動させた回数

エコー やっべえリワインド 「クロノブレイク(R)」の使用前後5秒以内にキルした敵チャンピオンの数

エズリアル ミスティックスキル 「ミスティックショット(Q)」を長射程(最大射程の75%以上)から命中させた敵チャンピオンの数

エズリアル マキシマムスペルフォース 「ライジングスペルフォース(P)」の最大スタックを維持した時間

エズリアル トゥルーショットスナイプ 「トゥルーショットバラージ(R)」でキルした敵チャンピオンの数

エリス 絹の糸 「繭化(ヒト形態E)」で敵チャンピオンをスタンさせた回数

エリス 死の口づけ 「毒牙(蜘蛛形態Q)」でキルした敵チャンピオンの数

エリス 子蜘蛛DPS 「子蜘蛛爆弾(ヒト形態W)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

オーン 孤高の職人 「名匠(P2)」で作り出したアイテムの合計数

オーン 打ち砕き 「脆弱」効果を受けた敵チャンピオンに「焼き入れ(P)」を発動した回数

オーン ラムセッション 「鍛冶神の呼び声(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをノックアップさせた回数

オラフ 獰猛なる狂気 「捨て身切り(E)」で敵チャンピオンに与えた確定ダメージ量

オラフ よけるんじゃねえ！ 「斧投げ(Q)」を10秒以内に2回以上命中させてキルした敵チャンピオンの数

オラフ 止められない止まらない 「ラグナロク(R)」で敵チャンピオンからの行動妨害効果を除去または無効化あるいはした回数

オリアナ 舞い踊るボール 「オーダー: 攻撃(Q)」または「オーダー: 防御(E)」でボールが移動した距離の合計

オリアナ 時計じかけのシールド 「オーダー: 防御(E)」で軽減したダメージ量

オリアナ 衝撃の瞬間 「オーダー: ショックウェーブ(R)」を複数(3体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

オレリオン・ソル 堕ちる星々 「伝説の彗星(E)」使用後10秒以内にキルした敵チャンピオンの数

オレリオン・ソル 天体 「宇宙の中心(P)」で敵チャンピオンに与えたダメージの合計

オレリオン・ソル ギャラクシーヒット 「星の胎動(Q)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

カ＝ジックス イン  アンド  アウト 「リープ(E)」使用後3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

カ＝ジックス 絶対不可視 「見えざる脅威(P)」でダメージを与えてから3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

カ＝ジックス 刺棘回復 「ヴォイドの刺棘(W)」から得た回復量

カーサス 絶やされた者たち 「根絶やし(Q)」を敵チャンピオン1体のみに命中させた回数

カーサス 死後の世界 「怨嗟の叫び(P)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

カーサス 同胞に捧げる鎮魂歌 「鎮魂歌(R)」でキルした敵チャンピオンの数

カイ＝サ 見えてるわ 「ヴォイドシーカー(W)」を長射程(最大射程の75%以上)から命中させた敵チャンピオンの数

カイ＝サ プラズマ分解 「腐食痕(P2)」のプラズマラプチャー(P1)で敵チャンピオンに与えたダメージ量

カイ＝サ キラーズハント 「キラーヴォイド(R)」使用後5秒以内にキルした敵チャンピオンの数

カサディン 404エラー 「ヴォイドスフィア(Q)」で敵チャンピオンの詠唱を妨害した回数

カサディン リフトブレーカー 「リフトウォーク(R)」使用後1.5秒以内にキルした敵チャンピオンの数



カサディン デーモンバフ 「ネザーブレード(W)」で回復したマナ量の合計

カシオペア キスマーク 「ツインファング(E)」でキルした敵チャンピオンの数

カシオペア 一掃の魔眼 「石化の魔眼(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

カシオペア 絡みつく瘴気 「ミアズマ(W)」で敵チャンピオンにスロウ効果を与えていた時間の合計

カタリナ 瞬歩殺 敵チャンピオンをキルした前後5秒間に「瞬歩(E)」を使用した回数

カタリナ スティンガースラッシュ 「スティンガーロール(P)」で「短剣」を拾ってダメージを与えた敵チャンピオンの数

カタリナ 狂い咲きし蓮華 「デスロータス(R)」1回の発動で複数(2体以上)の敵チャンピオンをキルした回数

カミール フレックスディフェンス 「アダプティブディフェンス(P)」で軽減したダメージ

カミール 空中特権 「フックショット(E)」を命中させた敵チャンピオンの数

カミール 宣戦布告 「ヘクステック・アルティメイタム(R)」で弾き飛ばした敵チャンピオンの数

ガリオ パンチの時間だ 「正義の鉄拳(E)」を命中させた敵チャンピオンの数

ガリオ スーパーヒーロー見参 「英雄降臨(R)」でノックアップさせた敵チャンピオンの数

ガリオ さあ来い！ 「デュランドの守り(W)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンにタウント効果を与えた回数

カリスタ 遺恨の清算 「引き裂く遺恨(E)」でキルした敵チャンピオンの数

カリスタ フォロースルー 「貫魂の一投(Q)」で敵チャンピオンに移動させた「引き裂く遺恨(E)」のスタック数

カリスタ 逝ってはならぬ 「宿命の呼び声(R)」で引き寄せた残り体力の少ない(体力の25%未満)味方チャンピオンの数

カルマ 神聖なるフロウ 「寄せ火(P)」の効果によって短縮した「マントラ(R)」のクールダウン時間の合計

カルマ 決然たる守護 「激励(E)」または「信念の抵抗(強化E)」で軽減したダメージ量の合計

カルマ 脅威のマントラ 「魂の劫火(強化Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ガレン 勝利への回転 「ジャッジメント(E)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

ガレン 為されし正義 「デマーシアの正義(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ガレン 護りを固めろ！ 「勇気の護り(W)」のシールドで軽減したダメージ量

ガングプランク バレルブラスト 「火薬樽(E)」の誘爆による爆発を命中させた敵チャンピオンの数

ガングプランク 略奪 「偽りの発砲(Q)」で獲得したゴールド

ガングプランク オールオッケー 「壊血病治癒(W)」で行動妨害効果を除去した回数

キヤナ 威風 「女帝の威風(P)」を敵チャンピオンへの攻撃で発動させた回数

キヤナ 怒りの輪 「イシュタルの切先(Q)」でキルした敵チャンピオンの数

キヤナ 驚天動地 「天賦絢爛(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

キンドレッド 死の狼 「忍び寄る恐怖(E)」でキルした敵チャンピオンの数

キンドレッド 刻印の支配者 ジャングルモンスター、エピックモンスター、敵チャンピオンへのキルまたはアシストで獲得した「キンドレッドの刻印(P)」の数

キンドレッド 救済の輝き 「羊の執行猶予(R)」で死を免れた味方チャンピオンの数

クイン アクロバット 「飛翔撃(E)」で移動した距離の合計

クイン 慈悲なき追撃 「鷲匠(P)」で「弱点」を付与した敵チャンピオンに与えた追加ダメージ量の合計

クイン 上空援護 「相棒(R)」で着地後5秒以内にキルした敵チャンピオンの数

グラガス 酒樽爆弾 最大ダメージの「タル転がし(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

グラガス 乾杯！ 「ハッピーアワー(P)」の発動回数

グラガス 大惨事な宴 「ワシの奢りじゃ！(R)」で自身または味方に向かってノックバックさせた敵チャンピオンの数

グレイブス 高速リロード 「クイックドロー(E)」でリロードした弾数

グレイブス 巻き添えにしちまったな 「コラテラルダメージ(R)」でキルした敵チャンピオンの数

グレイブス スモーク噴出 「スモークスクリーン(W)」でダメージを与えた敵チャンピオンの数

クレッド 鼓舞 本拠地を出撃してからスカールの「勇気(P3)」を回復して再騎乗した回数

クレッド 田舎者の知恵 「トラバサミロープ(Q)」で敵チャンピオンを引き寄せることができた回数

クレッド 最大チャァァァァァァァジ！！！ 最大威力の「チャァァァァァァァジ！！！(R)」を敵チャンピオンに命中させた回数

ケイトリン ヘッドショッツ 「ヘッドショット(P)」を敵チャンピオンに命中させた回数

ケイトリン 法の射程 「ピースメーカー(Q)」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数

ケイトリン 任務完了 「ブルズアイ(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ケイル まばゆき星炎 「星炎の刃(E)」でキルした敵チャンピオンの数

ケイル 聖なる者の介在 「聖なる審判(R)」のダメージを受けた敵チャンピオンをキルした回数



ケイル 祝福 「天の祝福(W)」による回復量

ケイン 影の領域 「影抜き(E)」で移動した距離の合計

ケイン クエスト早期完了 「緋眼の大鎌(P)」を試合時間10分までに完成させた回数

ケイン インサイドアウト 「真影侵壊(R)」で体内に侵入してから3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

ケネン 電撃ドリフト 「疾風迅雷(E)」発動中にすり抜けた敵チャンピオンの数

ケネン 壊滅の大嵐 「雷撃の大嵐(R)」発動中に複数(3体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

ケネン 雷雲の奔流 「稲妻の奔流(W)」でキルした敵チャンピオンの数

コーキ シュレッダーラウンド 「ガトリングガン(E)」で8スタックを付与した敵チャンピオンの数

コーキ 長距離ミサイル 「連発ミサイル(R)」でキルした敵チャンピオンの数

コーキ VIP配送 「特注品のお届け！(W)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

コグ＝マウ 飛び散る分泌液 「ヴォイド分泌液(E)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンにダメージを与えた回数

コグ＝マウ とめどなき砲撃 「生体空撃砲(R)」でキルした敵チャンピオンの数

コグ＝マウ 死の唾液 「有機性魔力砲(W)」により通常の最大射程よりも遠くから敵チャンピオンに通常攻撃を行った回数

サイオン ペイントレイン 「猪突猛進(R)」を最高速度で命中させた敵チャンピオンの数

サイオン 破滅の振りかぶり 「破滅の斧(Q)」でノックアップさせた敵チャンピオンの数

サイオン たっぷり育った 「魂の炉心(W)」で獲得した増加体力

ザイラ 絡みつく茨 「捕縛の根(E)」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数

ザイラ DPS売り場 「棘吹草」および「棘鞭草」で敵チャンピオンに与えたダメージ量

ザイラ 茨の隆盛 「茨のゆりかご(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをノックアップさせた回数

サイラス 反逆の回旋 「ペトリサイトバースト(P)」を命中させた敵チャンピオンの数

サイラス 自業自得 本人のアルティメットスキルでダメージを与えてから6秒以内にキルした敵チャンピオンの数

サイラス 戦下の癒し 「王殺し(W)」による回復量の合計

ザック 脅威の跳躍 「ブッ飛びスライム(E)」を長射程(最大射程の75%以上)から命中させた敵チャンピオンの数

ザック メロンゼリー 「スライム(P1)」の飛び散ったスライムを回収した数

ザック トランポリン 「レッツバウンス！(R)」を複数(3体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ザヤ 空間掌握 「ブレードコーラー(E)」でスネア効果を与えた敵チャンピオンの数

ザヤ あなたに届け 「クリーンカット(P)」の効果で敵を貫くようになった通常攻撃を敵チャンピオンに命中させた回数

ザヤ 羽のように軽やかに 「フェザーストーム(R)」を命中させてから3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

シヴァーナ 口内チェック ドラゴンフォームの間に「フレイムブレス(E)」でキルした敵チャンピオンの数

シヴァーナ 龍狩り ドラゴンを倒して獲得した「龍血の憤怒(P)」のスタック数

シヴァーナ 地獄のハイウェイ 「バーンアウト(W)」発動中に移動した距離の合計

シヴィア 狡猾なシールド 「スペルシールド(E)」でスキルをブロックした回数

シヴィア 因果応報 「ブーメランブレード(Q)」を1回の発動で2回命中させた敵チャンピオンの数

シヴィア 追う者たち 「戦姫の号令(R)」で複数(2体以上)の味方の移動速度を増加させた回数

ジェイス 釘打ちハンマー 「サンダーブロー(マーキュリーハンマーE)で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

ジェイス 電撃の執行人 「アクセルゲート(マーキュリーキャノンE)」で強化した「ショックブラスト(マーキュリーキャノンQ)」を長射程(通常射程よりも遠く)から命
中させた敵チャンピオンの数

ジェイス 人気者 「スカイバスター」または「ショックブラスト」(どちらもQ)を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

シェン 黄昏の刻 「護刃招来(Q)」で敵チャンピオンにスロウ効果を与えていた時間の合計

シェン パーティー押しかけ 「瞬身護法(R)」でテレポートしてから2秒以内に「殺気駆け(E)」でタウント効果を与えた敵チャンピオンの数

シェン 安息の地 「防人の帳(W)」で通常攻撃をブロックした回数

ジグス 飛んでけぇ！ 「バウンドボム(Q)」を長射程(通常射程の50%以上)から命中させた敵チャンピオンの数

ジグス でっけぇ一発 「メガインフェルノボム(R)」の中心を命中させた敵チャンピオンの数

ジグス 解体業者 「エンジニアボム(W)」で破壊したタワーの数

ジャーヴァンⅣ 旗を掲げよ！ 「デマーシアの旗印(E)」 + 「ドラゴンストライク(Q)」でノックアップさせた敵チャンピオンの数

ジャーヴァンⅣ 誇らかなる武魂 「武魂の律動(P)」を命中させた敵チャンピオンの数

ジャーヴァンⅣ 我に任せよ！ 「決戦場(R)」の壁の内側でキルした敵チャンピオンの数

シャコ 喜劇の終わりに 「ポイズンダガー(E)」でキルした敵チャンピオンの数

シャコ ドッキリ大成功 「ハルシネイト(R)」の分身が敵チャンピオンから通常攻撃またはスキルを受けた回数



シャコ うるさいオモチャ ステルス状態の「びっくり箱(W)」が敵チャンピオンの接近により発動した回数

ジャックス 達人の防御 「グランドマスター(R)」で軽減したダメージ量の合計

ジャックス スタンスティック 「カウンターストライク(E)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

ジャックス 容赦なき連撃 「アサルトアタック(P)」の最大スタックを維持した時間の合計

ジャンナ 嵐の救済者 「ストームブレス(E)」を自身または味方チャンピオンに使用して防いだ致命的なダメージ

ジャンナ お天気上々 「モンスーン(R)」で複数(2体以上)の味方チャンピオンを同時に回復した回数

ジャンナ 強風注意報 「ハウリングゲイル(Q)」でノックアップさせた敵チャンピオンの数

ジリアン 個人教授 「タイムインボトル(P)」で味方チャンピオンに与えた経験値の合計

ジリアン 3ポイントシューター 「タイムボム(Q)」で敵チャンピオンをスタンさせた回数

ジリアン それはどうじゃろうか 「クロノシフト(R)」で味方チャンピオンまたは自身を復活させた回数

ジン 第四幕  -驚嘆- 4回バウンドした最大ダメージの｢爆ぜ狂う果実(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ジン テンポ 「- 死 - 全四幕(P1)」の4発目を命中させた敵チャンピオンの数

ジン グランドフィナーレ 「「終演 -フィナーレ-」(R)」でキルした敵チャンピオンの数

シン・ジャオ 槍先 「風成雷鳴(W)」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数

シン・ジャオ ストライク！ 「三槍撃(Q)」でノックアップさせた敵チャンピオンの数

シン・ジャオ 一騎打ち 「三日月槍守(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

ジンクス ロングシュート 「スーパーメガデスロケット！(R)」で敵チャンピオンに最大ダメージを与えた回数

ジンクス テンションマックス！ 「超エキサイティン！(P)」の効果時間中にこのスキルを重複して発動させた回数の合計

ジンクス フルスロットル 「テンションアゲアゲ(QP)」の最大スタックを維持した時間の合計

シンジド ゾウンの健脚 「狂人のポーション(R)」の効果発動中に移動した距離

シンジド 追うなよ、追うなよ 「毒の軌跡(Q)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

シンジド 強肩 「強力粘着剤(W)」を踏んでいる敵チャンピオンを「すくい投げ(E)」で投げた回数

シンドラ オーブ大爆撃 「魔力の奔流(R)」で5つ以上のスフィアを使用してキルした敵チャンピオンの数

シンドラ 苛烈なる波導 「闇の波導(E)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

シンドラ 一つの疑問 「ダークフォース(W)」でダークスフィア、ミニオン、モンスター、ペットを投げて命中させた敵チャンピオンの数

スウェイン バードキャッチャー 「束縛の爪(E)」を長射程(最大射程の75%以上)から命中させてスネア効果を与えた敵チャンピオンの数

スウェイン 逃がしはせぬ 「恐襲(P1)」で引き寄せた敵チャンピオンの数

スウェイン 殲滅の魔帝 「魔帝戴冠(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

スカーナー ジェムスタン 「フラクチャー(E)」による「クリスタルヴェノム」でスタンさせた敵チャンピオンの数

スカーナー ホームアドバンテージ 「クリスタルスピア(P)」の効果を受けている間にキルした敵チャンピオンの数

スカーナー 破滅の尾 「インペイル(R)」の効果を与えた敵チャンピオンから5秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

スレッシュ 残酷な看守 「死の宣告(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

スレッシュ 壁の向こう側 敵チャンピオンが突き破った「魂の牢獄(R)」の壁の数

スレッシュ クリッククリック 「嘆きの魂灯(W)」で移動した味方チャンピオンの数

セジュアニ 冷凍ディナー 「砕氷(P)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量

セジュアニ 末期の凍原 「グレイシャルプリズン(R)」の効果を与えた敵チャンピオンから5秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

セジュアニ アイスピック 「氷河の怒り(W)」を2撃とも命中させた敵チャンピオンの数

セト 脳天破壊 「フェイスブレイカー(E)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

セト アゴ砕き 「ヘイメイカー(W)」で敵チャンピオンに確定ダメージを与えた回数

セト 叩きのめされた弱者たち 「ショーストッパー(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ゼド 我が影を知る 敵チャンピオンに「影薙ぎ(E)」を命中させて「影分身(W)」のクールダウンが短縮された秒数

ゼド 風魔風刃斬 「風魔手裏剣(Q)」を1回の発動で2回以上命中させた敵チャンピオンの数

ゼド 私怨はない 「死の刻印(R)」の印によるダメージでキルした敵チャンピオンの数

セナ 救済 集めた「霧(P)」のスタック数

セナ こちらもトリックショット 「ピアシングダークネス(Q)」を対象指定せずに命中させた敵チャンピオンの数

セナ 最後の黄昏 「ドーニングシャドウ(R)」でダメージを与えた敵チャンピオンから3秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

ゼラス 精密パルス 「アルカノパルス(Q)」を長射程(最大射程の75%以上)から命中させた敵チャンピオンの数

ゼラス アーケーンエイム 「アーケーンライト(R)」でキルした敵チャンピオンの数



ゼラス 台風の目 「デストラクションアイ(W)」の中心を命中させた敵チャンピオンの数

ゾーイ 手荒い目覚まし 「スリープバブル(E)」で眠らせてから3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

ゾーイ パドルボールチャンピオン 基本ダメージの175%以上を与えられる距離を飛んだ「パドルスター(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ゾーイ 見つけたあたしのものだよー！ 「スペルシーフ(W)」で拾ったスキルのかけらの数

ソナ ドロップ・ザ・ベース 「パワーコード(P)」で強化された通常攻撃を命中させた敵チャンピオンの数

ソナ ダンスパーティー 「クレッシェンド(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ソナ 回復のリズム 「パーセヴァランス(W)」による回復量

ソラカ 静寂の眩暈 「星の静寂(E)」でスネア効果を与えた敵チャンピオンの数

ソラカ 星で狙って 「星のささやき(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ソラカ 最後の願い 「星に願いを(R)」で回復した残り体力の少ない(40%未満)味方チャンピオンの数

ダイアナ 朧月の守り 「朧月の羽衣(W)」で軽減したダメージ

ダイアナ 月を壊す者 「崩月(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ダイアナ 月の祝福 「月光(Q)」を付与した敵チャンピオンに「月下美刃(E)」を使用した回数

タム・ケンチ コーヒーのようにだな 「舌慣らし(P)」のスタックを敵チャンピオンに最大まで付与した回数

タム・ケンチ ピルト川下り 「船旅(R)」で到着後10秒以内に敵チャンピオンからキルまたはアシストを獲得した回数

タム・ケンチ 王様のお腹 「丸呑み(W)」で丸吞みした残り体力の少ない(25%未満)味方チャンピオンの数

ダリウス 血は足りてるか？ 「大出血(P)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

ダリウス 交渉は我が斧で 「皆殺しの斧(Q)」による回復量

ダリウス ザ・ダンク 「ノクサスギロチン(R)」でキルした敵チャンピオンの数

タリック 目も眩むほど鮮やかに 「ダズル(E)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

タリック 魂の触れ合い 「スターライトタッチ(Q)」による回復量の合計

タリック 煌きたまえ！ 「コズミックレディアンス(R)」の効果を受けた味方が5秒以内に敵チャンピオンからキルまたはアシストを獲得した回数

タリヤ 投げる石はいくらでも 「スレッドボレー(Q)」を1回の発動で5発ともすべて命中させた敵チャンピオンの数

タリヤ ハングテン 「ロックサーフィン(P)」を発動していた時間の合計

タリヤ グラウンド＆パウンド 「サイズミックシャーブ(W)」で押し飛ばして「アンレイベルアース(E)」を命中させた敵チャンピオンの数

タロン 痕跡なし 敵チャンピオンをキルした前後10秒間に「暗殺者の跳躍(E)」で飛び越えた壁の数

タロン 刻まれし血管 「血塗られし慈悲(P)」の「傷」による出血で敵チャンピオンに与えたダメージ量

タロン シャドウキル 「シャドウアサルト(R)」を命中させてから3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

チョ＝ガス 打ち上げ完了 「ラプチャー(Q)」でノックアップさせた敵チャンピオンの数

チョ＝ガス ノムノムノム 敵チャンピオン、ミニオン、中立モンスターから獲得した「捕食(R)」のスタック数

チョ＝ガス 静粛に！ 「スクリーム(W)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ツイステッド・フェイト大いなる川 「ワイルドカード(Q)」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数

ツイステッド・フェイトグッドタイミング 「デスティニー(R)」でワープしてから5秒以内にキルした敵チャンピオンの数

ツイステッド・フェイトカード、選んだか？ 「ドロー(W)」のゴールドカードでスタンさせた敵チャンピオンの数

ティーモ あきらめな… 「毒たっぷり吹き矢(EP)」の毒による継続ダメージでキルした敵チャンピオンの数

ティーモ 怒りでわれを忘れたね？ 「目つぶしダーツ(Q)」の効果により敵チャンピオンが通常攻撃を外した回数

ティーモ キノコをどうぞ 「毒キノコ(R)」を踏ませた敵チャンピオンの数

トゥイッチ 病原体の巣窟 「スゴイ毒ダ！(P)」が最大スタックの状態で「ボーン！(E)」を命中させた敵チャンピオンの数

トゥイッチ 下水道からこんにちは 「オイラだヨ！(Q)」のステルス状態が解けてから5秒以内にキルした敵チャンピオンの数

トゥイッチ マイリトルフレンド 「ヒャッハー！(R)」で強化された通常攻撃を命中させた複数(2体以上)の敵チャンピオンを6秒以内にキルした回数

ドクター・ムンド これ、なげる 「ホウチョウ(Q)」でキルした敵チャンピオンの数

ドクター・ムンド ムンドのじかん 「サディズム(R)」を使用して致命的なダメージを受けている状態から回復した回数

ドクター・ムンド バーニング体力 「バーニングペイン(W)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

トランドル 震撼の柱 「氷冷の柱(E)」の氷柱の中央を命中させた敵チャンピオンから5秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

トランドル 王の威信 「咬み付き(Q)」を敵チャンピオンに命中させて攻撃力が増加している間にその敵チャンピオンをキルした回数

トランドル 重課税 「暴虐なる搾取(R)」による回復量の合計

トリスターナ 大ばくはーつ 「ヨードルグレネード(E)」を最大チャージで爆発させた回数

トリスターナ 恐るべき大砲 「バスターショット(R)」で吹き飛ばした敵チャンピオンの数



トリスターナ アフターバーナー 「ロケットジャンプ(W)」のクールダウンをリセットした回数

トリンダメア 非情の連撃 同じ敵チャンピオンに対して連続でクリティカルを発生させた回数の合計

トリンダメア 蛮族の底力 「血の欲望(Q)」による回復量の合計

トリンダメア 不死のダイブ 「不死の憤激(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

ドレイヴン やはり俺様 「リーグ・オブ・ドレイヴン(P)」でゴールドを獲得できた「名声」スタックの数

ドレイヴン 楽勝よ 「回転斬斧(Q)」をキャッチした回数

ドレイヴン 二斧両断 「死の車輪(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ナー ぴょいん 「ぴょんぴょん(E)」で移動した距離

ナー ブーメランキャッチ 「ブーメラン(Q)」で投げたブーメランをキャッチした回数

ナー ナーんと見事なノックバック 「ナー！(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

ナサス スタック！スタック！ 「サイフォンストライク(Q)」でミニオン、モンスター、敵チャンピオンから獲得したスタック数

ナサス マッドドッグ 「アヌビスの怒り(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

ナサス 呪いの刻 「ウィザー(W)」の効果を敵チャンピオンに与えていた時間の合計

ナミ 荒潮の猛り 「潮使いの祝福(E)」で強化された自身あるいは味方の通常攻撃が敵チャンピオン、ミニオン、モンスターに与えたダメージ量の合計

ナミ 水泡の一撃 「水の牢獄(Q)」を敵チャンピオンに命中させた回数の合計

ナミ 波に乗ってね 「海神の舞(R)」で複数(3体以上)の敵チャンピオンをノックアップさせた回数

ニーコ 花弁満開 「弾ける花弁(Q)」の爆発を3回ともすべて同じ敵チャンピオンに命中させた回数

ニーコ ポ～ップ！ 「ポップブロッサム(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ニーコ ひっかかった～！ 「シェイプスプリッター(W)」のクローンが敵チャンピオンから通常攻撃またはスキルを受けた回数の合計

ニダリー 恐怖の猫パンチ 「テイクダウン(クーガー形態Q)」でとどめを刺した敵チャンピオンの数

ニダリー ガシャン！ 「虎挟み(ヒト形態W)」のトラップを敵チャンピオンに踏ませた回数

ニダリー 槍の名手 「槍投げ(ヒト形態Q)」を750ユニット以上飛ばしてから命中させた敵チャンピオンの数

ヌヌ 食いしん坊 「丸かじり(Q)」で得た回復量の合計

ヌヌ 吹雪の恵み 「アブソリュート・ゼロ(R)」の効果を与えた敵チャンピオンから3秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

ヌヌ スーパースノーボール 最大チャージの「超特大の雪玉！(W)」を命中させた敵チャンピオンの数

ノーチラス ようこそ、海底へ 「錨投げ(Q)」、「鉄の錨(P)」、「粉砕水(E)」(順不同)を4秒以内に敵チャンピオンに命中させた回数

ノーチラス お前に碇泊 「錨投げ(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ノーチラス 激憤 「大海の激憤(W)」によって強化された通常攻撃で敵チャンピオンに与えた追加ダメージ量

ノクターン 夢幻回復 「夢幻斬(P)」で得た回復量の合計

ノクターン 漆黒の天蓋 「パラノイア(R)」発動中にキルした敵チャンピオンの数

ノクターン 暗黒の拒絶 「漆黒の帳(W)」でスキルを無効化した回数の合計

バード チャイム収集家 「旅人の呼び声(P)」で集めたチャイムの合計数

バード ボン・ヴォヤージュ 「精霊の旅路(E)」で移動した距離の合計

バード コズミックキャッチ 「宇宙の法則(Q)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

パイク ファントムスタン 「亡者の引き波(E)」を1回の発動で複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

パイク ダブルクロス 連続発動した「水底の急襲(R)」で敵チャンピオンをキルした回数

パイク 急速潜航 「ゴーストウォーター(W)」発動中に移動した距離の合計

ハイマーディンガー電撃スタン 「CH-2超電磁グレネード(E)」または「CH-3X稲妻グレネード(E)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

ハイマーディンガー戦術的ロケット 「ヘクステック小型ロケット(W)」または「ヘクステックロケット弾幕(W)」でキルした敵チャンピオンの数

ハイマーディンガー狙い砲台 「H-28G革新砲(Q)」または「H-28Q超絶砲(Q)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

パンテオン 鉄壁の防御 「イージスの猛攻(E)」で軽減したダメージ量の合計

パンテオン 天より降りし破滅 「偉大なる星路(R)」を敵チャンピオンに命中させた回数

パンテオン 貫く槍 「彗星の槍(Q)」でキルした敵チャンピオンの数

ビクター 混沌の支配者 「カオスストーム(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ビクター グラヴィタス 「グラビティフィールド(W)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

ビクター 足下の炎 強化された「デス・レイ(E)」を2回命中させた敵チャンピオンの数

フィオラ アンガルド 「リポスト(W)」で軽減したダメージ量

フィオラ 急所 敵チャンピオンの「急所」を(PまたはRで)攻撃した回数



フィオラ チャレンジ達成 「グランドチャレンジ(R)」ですべての「急所」（全4箇所）を攻撃した回数

フィズ 危険な駆け引き 「プレイ/トリックスター(E)」でスキルを回避した回数

フィズ ルアーフィッシング 「フィッシング(R)」で撒き餌の魚を命中させた敵チャンピオンの数

フィズ シーストーンストライク 「シートライデント(W)」によって強化された通常攻撃で敵チャンピオンに与えた追加ダメージ量

ブラウム 大丈夫だ、問題ない！ 「不破の盾(E)」でブロックしたダメージ量

ブラウム 氷の拳 「漢の拳(P)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

ブラウム 大寒波 「氷河の裂溝(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ブラッドミア 狂喜の吸血 「真紅の衝動(QP)」で強化された「吸血(Q)」を敵チャンピオンに使用した回数

ブラッドミア 鮮血の海 「呪血の渦(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ブラッドミア 流れゆく紅血 「紅血の沼(W)」でスキルの飛翔物を回避した回数

ブランド 炎上爆発 臨界点に達した「炎上(P)」を敵チャンピオン上で爆発させた回数

ブランド ホットスタン 「焦炎(Q)」でスタンさせた敵チャンピオンの数

ブランド インフェルノ 「炎上(P)」により炎上中の敵チャンピオンに「烈火の柱(W)」でダメージを与えた回数

ブリッツクランク ツカミハオーケー 「ロケットグラブ(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ブリッツクランク マワリ、ビリビリ 「イナズマフィールド(R)」を複数(3体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ブリッツクランク オイツイタ 「オーバードライブ(W)」使用後5秒以内に敵チャンピオンからキルまたはアシストを獲得した回数

ベイガー ベイビーサークル 「イベントホライズン(E)」の内側に複数(2体以上)の敵チャンピオンを捕らえた回数

ベイガー 湧き上がれ悪の力 敵チャンピオン、ミニオン、モンスターから獲得した「偉大なる悪の力(P)」のスタック数

ベイガー Ctrl+Alt+Del 「メテオバースト(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ヘカリム 全速前進 「チャージ(E)」を最大速度で命中させた敵チャンピオンの数

ヘカリム 蹂躙の騎兵 「スペクターズ・オンスロート(R)」でフィアー効果を与えた敵チャンピオンの数

ヘカリム 戦慄の治癒 「ソウルドレイン(W)」で得た回復量の合計

ポッピー 鋼鉄の加護 「鋼鉄の大使(P)」で軽減したダメージ量

ポッピー 行かせないぞ 「ステッドファスト(W)」で敵チャンピオンのダッシュまたはブリンクを阻止した回数

ポッピー 吹っ飛べ！ 力を溜めた「守護者の鉄鎚(R)」一撃で敵チャンピオンを弾き飛ばした距離の合計

ボリベア ベアブレーキ 「雄大な咆哮(E)」を空中で命中させた敵チャンピオンの数

ボリベア ボリーボール 「鳴雷(Q)」で味方に向かって投げ飛ばした敵チャンピオンの数

ボリベア 暴食 「獰猛(W)」でキルした敵チャンピオンの数

マオカイ 母樹を離れて 強化された「苗木投げ(E)」の苗木を命中させた敵チャンピオンの数

マオカイ 進撃の茨 「樹人の進撃(W)」でスネア効果を与えてから「茨打ち(Q)」でノックバックさせた敵チャンピオンの数

マオカイ 偉大なる捕縛 「大地の捕縛(R)」でスネア効果を与えた敵チャンピオンの数

マスター・イー 曇りなき心 「明鏡止水(W)」で軽減したダメージ量の合計

マスター・イー 空振りだな 「アルファストライク(Q)」でスキルを回避した回数

マスター・イー 次はお主だ 「ハイランダー(R)」発動中に複数(2体以上)の敵チャンピオンをキルした回数

マルザハール 幻覚の蝕み 「虚性侵蝕(E)」で敵チャンピオンに与えたダメージ量の合計

マルザハール 死の幽閉 「ネザーグラスプ(R)」の効果を受けた敵チャンピオンをキルした回数

マルザハール ヴォイドリング 「ヴォイドスワーム(W)」で召喚された「ヴォイドリング」の合計数

マルファイト グラナイトカウンター 「グラナイトシールド(P)」で軽減したダメージ量の合計

マルファイト シャードローリング 「サイズミックシャード(Q)」でキルした敵チャンピオンの数

マルファイト 地殻大変動 「アンストッパブル・フォース(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ミス・フォーチュン一石二鳥 「ダブルアップ(Q)」の跳弾が敵チャンピオンに対して確定クリティカルになっていた回数

ミス・フォーチュンガンズ・オン・ファイア 「バレットタイム(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをキルした回数

ミス・フォーチュンキャットウォーク 「ストラット(WP)」の最大スタックを維持して移動した距離の合計

モルガナ お前の好きにはさせぬ 「ブラックシールド(E)」で行動妨害効果を無効化した回数

モルガナ 彼方からの束縛 「ダークバインド(Q)」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数

モルガナ ソウルメイト 「魂の足枷(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをスタンさせた回数

モルデカイザー トゥギャザー・フォーエバー 「死の国(R)」発動中に冥界の中でキルした敵チャンピオンの数

モルデカイザー 特にそこのお前… 「滅魂の一撃(Q)」を敵チャンピオン1体のみに命中させた回数



モルデカイザー メタルストーム 「無窮の闇(P)」を発動していた時間の合計

ヤスオ 陣風 「抜刀(Q3)」の「つむじ風」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数

ヤスオ 風と共に 「鬼哭啾々(R)」を複数(2体以上)の敵チャンピオンに命中させた回数

ヤスオ 当たらぬよ 「風殺の壁(W)」でブロックした飛翔物の数

ユーミ マタタビ効果 「バビューン！(E)」による味方チャンピオンへの回復量の合計

ユーミ ミーの射撃 強化された「きまぐれミサイル(Q)」を命中させた敵チャンピオンの数

ユーミ 恐怖の文学 「ファイナルチャプター(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンにスネア効果を与えた回数

ヨリック 閉じ込められし魂 「屍の列(W)」で内側に捕らえた、または強制移動させた敵チャンピオンの数

ヨリック モッシュピット 「悲嘆の霧(E)」でマークされた敵チャンピオン1体への攻撃をミストウォーカー4体に命じた回数

ヨリック 宿命の呼び声 「目覚め(Q2)」で召喚したミストウォーカーの数

ライズ スペルの使い手 「オーバーロード(Q)」 + 「スペルフラックス(E)」の波及が命中した敵チャンピオンの数

ライズ ポータルギャンク 「ポータルワープ(R)」でテレポートしてから5秒以内にキルした敵チャンピオンの数

ライズ ルーンの看守 「ルーンプリズン(W)」で「フラックス」が付与された敵チャンピオンにスネア効果を与えた回数

ラカン ダンスフロアは俺が守るぜ 「バトルダンス(E)」で軽減したダメージ量の合計

ラカン メロメロ 「みんなオレに夢中(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンにチャーム効果を与えた回数

ラカン 魅惑の登場 「華麗なる登場(W)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをノックアップさせた回数

ラックス 七色の守り 「プリズムバリア(W)」で軽減したダメージ量の合計

ラックス レーザーガール 「ファイナルスパーク(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ラックス 光学探究 「イルミネーション(P)」を敵チャンピオン上で爆発させた回数

ラムス オーケー 「ぴりぴり(E)」の効果を与えた敵チャンピオンからキルまたはアシストを獲得した回数

ラムス ああ 「ころころ(Q)」発動中に移動した距離の合計

ラムス うん 「かたくなる(W)」でダメージを跳ね返してキルした敵チャンピオンの数

ランブル ポンコツ救世主 「ジャンクシールド(W)」で軽減したダメージ量の合計

ランブル アチチ 「ポンコツタイタン(P)」の「オーバーヒート」で敵チャンピオンに与えた追加ダメージ量

ランブル 燃える大地 「イコライザー(R)」の効果を与えた敵チャンピオンから5秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

リー・シン 鳴り響く閃き 「共鳴撃(Q)」を命中させてから3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

リー・シン ナイッシュー！ 「龍の怒り(R)」で味方に向かって蹴り飛ばした敵チャンピオンの数

リー・シン 鉄の守護者 「守りの型(W1)」を自身または味方チャンピオンに使用して軽減したダメージ量

リヴェン ルーンウィーバー 敵チャンピオンへの通常攻撃で消費した「ルーンブレード(P)」のスタック数

リヴェン 連撃の翼 「折れた翼(Q)」の3連撃をすべて同じ敵チャンピオンに命中させた回数

リヴェン 風の贈り物 「ウィンドスラッシュ(R2)」でキルした敵チャンピオンの数

リサンドラ 心奪われし奴隷たち 「アイスボーンへの服従(P)」で生まれた「氷の奴隷」が敵チャンピオンに与えたダメージ量

リサンドラ 瞬間冷却 「フローズングレイブ(R)」でダメージを与えてから5秒以内にキルした敵チャンピオンの数

リサンドラ 氷の掌握 「リング・オブ・フロスト(W)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンを凍結させた回数

ルシアン デスペラード 「二挺拳銃(P)」を敵チャンピオンへの攻撃で発動させた回数

ルシアン トリックショット 「ピアシングライト(Q)」を対象指定せずに命中させた敵チャンピオンの数

ルシアン 灰と塵 「二挺掃射(R)」でキルした敵チャンピオンの数

ルブラン スモーク・アンド・ミラー 「鏡像(P)」により出現した鏡像が敵チャンピオンから通常攻撃またはスキルを受けた回数の合計

ルブラン 邪悪な印 「シジルマリス(Q)」の「マリスの印」を敵チャンピオン上で爆発させた回数

ルブラン 戦慄のディストーション 「ディストーション(W)」使用後3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

ルル 救世主ピックス 「ピックス、おねがい！(E)」で軽減したダメージ量の合計

ルル 成長期 「おおきくなぁれ！(R)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンをノックアップさせた回数

ルル ちっちゃくなーれ！ 「イタズラ(W)」でポリモーフした敵チャンピオンから5秒以内にキルまたはアシストを獲得した回数

レオナ ブレード・アンド・デイブレイク 「ゼニスブレード(E)」を命中させた敵チャンピオンを「シールド・オブ・デイブレイク(Q)」でスタンさせた回数

レオナ 暁の裁き 「ソーラーフレア(R)」の中心部を命中させた敵チャンピオンの数

レオナ 燃ゆる心 「エクリプス(W)」で軽減したダメージ量

レク＝サイ 地下鉄にて 「掘削(E)」で設置したトンネルを利用した回数

レク＝サイ 獲物発見 「獲物定め(Q)」を長射程(最大射程の75%以上)から敵チャンピオンに命中させた回数



レク＝サイ シャークアタック 「ヴォイドラッシュ(R)」でキルした敵チャンピオンの数

レネクトン クロコダイルコンボ アルティメット以外のスキル3つを3秒以内に命中させた敵チャンピオンの数

レネクトン 切り刻み 「スライス・アンド・ダイス(E)」を2撃とも命中させた敵チャンピオンの数

レネクトン アングリーアリゲーター 「激情の支配(P)」の「フューリー」で強化されたスキルの発動回数

レンガー コンボブレイカー 強化された「狩りの雄叫び(W)」で行動妨害効果を除去した回数

レンガー 収集ネコちゃん 「骨牙の首飾り(P3)」のトロフィーを試合時間20分までに最大数獲得した回数

レンガー スリルキル 「狩猟本能(R)」のカモフラージュ解除後3秒以内にキルした敵チャンピオンの数

ワーウィック 血の旅路 「血の追跡(W)」で血の跡をたどって移動した距離

ワーウィック 吠え猛る狂気 「怒りの咆哮(E)」で複数(2体以上)の敵チャンピオンにフィアー効果を与えた回数

ワーウィック エアウィック 「絶狼牙連撃(R)」を遠距離(移動速度によって増加した射程)から敵チャンピオンに命中させた回数


