
漫画家名 代表作品
1 MAEDAX アシスタント背景美塾塾長
2 NON デリバリーシンデレラ
3 あさの☆ひかり 芸能界の裏側ぶっちゃけて いいスか!？
4 いまざきいつき監督 不思議なソメラちゃん
5 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生
6 かなつ久美 OLヴィジュアル系
7 カミムラ晋作 マジャン～畏村奇聞～
8 カメントツ カメントツの漫画ならず道
9 カロリン・エックハルト 奥さまGutenTag!
10 きらたかし 赤灯えれじい
11 クリスタルな洋介 お酒は夫婦になってから
12 クロマツテツロウ 野球部に花束を
13 こうの史代 この世界の片隅に
14 しゅりんぷ小林 思い出食堂
15 タイム涼介 セブンティウイザン
16 とだ勝之 ホームセンターてんこ
17 とりやま忠治 ぱちもなか
18 ナガテユカ TENKAFUBU 信長
19 にしだけんすけ アイアムアヒーローinNAGASAKI
20 にわのまこと 真島、爆ぜる!!
21 のむらしんぼ つるピカハゲ丸
22 ピョコタン ぼくは任天堂信者
23 フウワイ 送球ボーイズ（原作）
24 ふなつかずき 華麗なる食卓
25 ポルリン カフェちゃんとブレークタイム
26 まつもと泉 きまぐれオレンジ☆ロード
27 みずほ大 ふろーれす
28 みなもと太郎 風雲児たち
29 ムラタコウジ 野球部のヒロコせんせい
30 モリタイシ ラジエーションハウス
31 やぶのてんや イナズマイレブン（原作・監修：レベルファイブ）
32 伊緒直道 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。@comic
33 井上いちろう 鉄龍 レール・オブ・ザ・デッド
34 井上コウセイ 鬼の居ぬ間に
35 井上正治 マラソンマン
36 井上和郎 美鳥の日々
37 稲葉そーへー しらたまくん
38 羽生生純 恋の門
39 浦田カズヒロ 僕のおじいちゃんが変な話する！
40 猿渡哲也 力王 RIKI-OH
41 奥嶋ひろまさ 頂き!成り上がり飯
42 横山了一 戦国コミケ
43 沖田龍児 スマ倫な彼女たち
44 河合孝典 石影妖漫画譚
45 河合単 銀平飯科帳
46 外薗昌也 犬神
47 巻来功士 ゴッドサイダー
48 岩村月子 星と革命と坂口杏子
49 喜国雅彦 傷だらけの天使たち
50 吉田覚 働かないふたり



漫画家名 代表作品
51 吉田史朗 村上海賊の娘（原作：和田竜）
52 宮下英樹 センゴク権兵衛
53 宮川サトシ 母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。
54 魚戸おさむ 家栽の人
55 魚乃目三太 しあわせゴハン
56 橋本花鳥 アルボスアニマ
57 橋本智広 中間管理録トネガワ
58 玉越博幸 BOYS BE…
59 栗元健太郎 会社をやめて馬主やります！
60 栗原正尚 怨み屋本舗EVIL HEART
61 見ル野栄司 シブすぎ技術に男泣き!
62 原田まりる ニーチェが京都にやってきて１７歳の私に哲学のこと教えてくれた。
63 厳男子 ムラサキ
64 御茶漬海苔 惨劇館
65 江藤俊司 終極エンゲージ
66 紅林直 嬢王
67 荒木宰 オタサーの姫殺人事件
68 高橋伸輔 SHONANセブン
69 高倉あつこ ハゲしいな！桜井くん
70 高田康太郎 ハレルヤオーバードライブ
71 黒丸 クロサギ
72 今井大輔 古都ことユキチのこと
73 今井哲也 アリスと蔵六
74 佐藤ダイン 僕に彼女が出来るまで
75 左近洋一郎（ルノアール兄少女聖典ベスケ・デス・ケベス
76 細川忠孝 真田太平記
77 桜井トシフミ（桜壱バーゲン絶望の犯島
78 三浦みつる The かぼちゃワイン
79 山田貴敏 Dr.コトー診療所
80 子原こう 芸能人の禁断事件史～スターが起こした“鬼畜事件”編～
81 志名坂高次 モンキーピーク
82 寺沢大介 ミスター味っ子
83 室井大資 レイリ
84 種村有菜 31☆アイドリーム
85 樹崎聖 交通事故鑑定人 環倫一郎
86 所十三 名門!多古西応援団
87 小川麻衣子 ひとりぼっちの地球侵略
88 松本勇祐 やみきんっ?うしじまきゅん
89 上田信舟 えびがわ町の妖怪カフェ
90 上野祥吾 長谷部さんのいる野球部
91 森田ヒロ ベイブレードバースト
92 深谷陽 ティガチャンティック
93 須田信太郎 江戸川ハートブレイカーズ
94 水元あきつぐ グルメ学園トリコ
95 水口尚樹 早乙女選手ひたかくす
96 水野トビオ パッパカパー
97 青木U平 フリンジマン
98 青木俊直 ripple
99 石原まこちん THE3名様
100 石川サブロウ 神様のカルテ
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101 赤星たみこ
102 川崎順平 朱にまじわれば
103 前原タケル おはようサバイブ
104 倉田よしみ 味いちもんめ
105 村上もとか JIN-仁-
106 大岩ケンジ先生 NHKへようこそ
107 大江慎一郎 私立ポセイドン学園高等部
108 大石浩二 いぬまるだしっ
109 大武ユキ フットボールネーション
110 大武政夫 ヒナまつり
111 竹下けんじろう カケル
112 中道裕大 放課後さいころ倶楽部
113 仲村弥生 よりぬきやよいさん
114 張慶二郎 13DOGs
115 長田悠幸 SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん（原作・町田一八
116 津々巳あや モンでき。シリーズ
117 天草ヤスヲ 苦愛シリーズ
118 杜野亜希 屍活師～女王の法医学～
119 渡邊ダイスケ 善悪の屑
120 登丸ダイスケ ザキちゃん
121 嶋田ひろあき KOK～キングオブクズ
122 藤原カムイ ドラゴンクエスト列伝
123 藤原さとし ライジングサン
124 藤臣柊子 やっぱり今日も病んでいる―(注)うつ病
125 藤田和日郎 うしおととら
126 凸ノ高秀 アリスと太陽
127 内水融 サエイズム
128 迫稔雄 嘘喰い
129 飯田譲治監督（ドラマ、映画アイアングランマ
130 飯島しんごう 怪談イズデッド
131 飛松良輔 ブルタックル
132 樋口大輔 ホイッスル！
133 尾形未紀・いまいみほ 四十婚～アラフォーではじめての幸せ結婚式
134 武村勇治 仕掛人藤枝梅安
135 福田宏 常住戦陣!!ムシブギョー
136 平松伸二 ドーベルマン刑事
137 北上諭志 BLOODLINEBLADE吉備桃子
138 北沢バンビ オンナミチ
139 麻宮騎亜 サイレントメビウス
140 麻生羽呂 今際の国のアリス
141 落合ヒロカズ えやみのかみ
142 立野真琴 ホス探へようこそ
143 鈴木マサカズ 「子供を殺してください」という親たち
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