#俺マン 2020 集計結果

第 1 位（126 票） 『チェンソーマン』藤本タツキ
第 2 位（113 票） 『葬送のフリーレン』⼭⽥鐘⼈／アベツカサ
第 3 位（105 票） 『⼥の園の星』和⼭やま
第 4 位（96 票） 『⽔は海に向かって流れる』⽥島列島
第 5 位（84 票） 『メダリスト』つるまいかだ
第 6 位（81 票） 『チ。ー地球の運動についてー』⿂豊
第 7 位（76 票） 『怪獣 8 号』松本直也
第 8 位（75 票） 『カラオケ⾏こ！』和⼭やま
第 9 位（61 票） 『マイ・ブロークン・マリコ』平庫ワカ
第 10 位（59 票） 『九⿓ジェネリックロマンス』眉⽉じゅん
『
【推しの⼦】
』 ⾚坂アカ／横槍メンゴ
第 12 位（56 票） 『⻤滅の刃』吾峠呼世晴
第 13 位（55 票） 『宙に参る』肋⾻凹介
第 14 位（51 票） 『アンデッドアンラック』⼾塚慶⽂
第 15 位（46 票） 『僕の⼼のヤバイやつ』桜井のりお
第 16 位（42 票） 『ひとりでしにたい』カレー沢薫
第 17 位（41 票） 『往⽣際の意味を知れ！』⽶代恭
第 18 位（40 票） 『呪術廻戦』芥⾒下々
『忍者と極道』近藤信輔
第 20 位（37 票） 『スキップとローファー』⾼松美咲
第 21 位（33 票） 『ハイキュー!!』古舘春⼀
第 22 位（31 票） 『ダンピアのおいしい冒険』トマトスープ
第 23 位（30 票） 『きみにかわれるまえに』カレー沢薫
『A ⼦さんの恋⼈』近藤聡乃
『ブルーピリオド』⼭⼝つばさ
第 26 位（28 票） 『紛争でしたら⼋⽥まで』⽥素弘
『戦争は⼥の顔をしていない』
⼩梅けいと／スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ／速⽔螺旋⼈
『友達として⼤好き』ゆうち⺒くみ
『コーポ・ア・コーポ』岩浪れんじ
『SPY×FAMILY』遠藤達哉
第 31 位（27 票） 『ダブル』野⽥彩⼦
『潮が舞い⼦が舞い』阿部共実
第 33 位（26 票） 『⻘野くんに触りたいから死にたい』椎名うみ

『スインギンドラゴンタイガーブギ』灰⽥⾼鴻
『ダーウィン事変』うめざわしゅん
第 36 位（25 票） 『ハコヅメ〜交番⼥⼦の逆襲〜』泰三⼦
第 37 位（24 票） 『⾦剛寺さんは⾯倒臭い』とよ⽥みのる
『違国⽇記』ヤマシタトモコ
『そのへんのアクタ』稲井カオル
『君は放課後インソムニア』オジロマコト
『少年のアビス』峰浪りょう
『刷ったもんだ！』染⾕みのる
第 43 位（22 票） 『よふかしのうた』コトヤマ
第 44 位（21 票） 『夢の端々』須藤佑実
『怪異と⼄⼥と神隠し』ぬじま
『かげきしょうじょ!!』⻫⽊久美⼦
『満州アヘンスクワッド』⾨⾺司／⿅⼦
『⻯⼥戦記』都留泰作
第 49 位（20 票） 『君のことが⼤⼤⼤⼤⼤好きな 100 ⼈の彼⼥』中村⼒⽃/野澤ゆき⼦
『ほしとんで』本⽥
『私の少年』⾼野ひと深
『ワールドトリガー』葦原⼤介
『⾦曜⽇はアトリエで』浜⽥咲良
『ワンダンス』珈琲
『あなたはブンちゃんの恋』宮崎夏次系
『This コミュニケーション』六内円栄
第 57 位（19 票） 『アクタージュ act-age』マツキタツヤ／宇佐崎しろ
『天国⼤魔境』⽯⿊正数
『ミステリと⾔う勿れ』⽥村由美
『僕とロボコ』宮崎周平
第 61 位（18 票） 『バトルグラウンドワーカーズ』⽵良実
『ご飯は私を裏切らない』heisoku
『⼤ダーク』林⽥球
第 64 位（17 票） 『ベルリンうわの空』⾹⼭哲
『太陽と⽉の鋼』松浦だるま
『BEASTARS』板垣巴留
『夏⽬アラタの結婚』乃⽊坂太郎
『おむすびの転がる町』panpanya
『悪役令嬢転⽣おじさん』上⼭道郎

『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』江島絵理
第 71 位（16 票） 『ショートショートショートさん』タカノンノ
『光の箱』衿沢世⾐⼦
『⻘のフラッグ』KAITO
『この世界は不完全すぎる』左藤真通
『東独にいた』宮下暁
『ブランチライン』池辺葵
第 77 位（15 票） 『浄⼟るる短編集 地獄⾊』浄⼟るる
『詩歌川百景』吉⽥秋⽣
『惑星クローゼット』つばな
『キミオアライブ』恵⼝公⽣
『ゴールデンカムイ』野⽥サトル
『BURN THE WITCH』久保帯⼈
『僕の妻は感情がない』杉浦次郎
『イムリ』三宅乱丈
『私のジャンルに「神」がいます』真⽥つづる
第 86 位（14 票） 『望郷太郎』⼭⽥芳裕
『⼣凪に舞え、僕のリボン』⿊川裕美
『あせとせっけん』⼭⽥⾦鉄
『リボーンの棋⼠』鍋倉夫
『その着せ替え⼈形は恋をする』福⽥晋⼀
『フールズ』⽫池篤志
『⾃転⾞屋さんの⾼橋くん』松⾍あられ
『フラジャイル 病理医岸京⼀郎の所⾒』草⽔敏／恵三朗
第 94 位（13 票） 『無能の鷹』はんざき朝未
『児⽟まりあ⽂学集成』三島芳治
『波よ聞いてくれ』沙村広明
『塀の中の美容室』⼩⽇向まるこ／桜井美奈
『結婚するって、本当ですか』若⽊⺠喜
『裏バイト:逃亡禁⽌』⽥⼝翔太郎
『灼熱カバディ』武蔵野創
『あさひなぐ』こざき亜⾐
『ヨリシロトランク』⻤頭莫宏／カエデミノル
『バクちゃん』増村⼗七
『SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん』
⻑⽥悠幸／町⽥⼀⼋

『BLUE GIANT EXPLORER』⽯塚真⼀
『来世は他⼈がいい』⼩⻄明⽇翔
『姉の友⼈』ばったん
『⽝釘を撃て！』伊図透
『遠⽥おと短編集 にくをはぐ』遠⽥おと
『プリンタニア・ニッポン』迷⼦
第 111 位（12 票）
『売野機⼦短篇劇場』売野機⼦
『千の夏と夢』鯨庭
『⽚喰と⻩⾦』北野詠⼀
『デーリィズ』めごちも
『図書館の⼤魔術師』泉光
『シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』
硬梨菜／不⼆涼介
『パリピ孔明』四葉⼣⼘／⼩川亮
『バトゥーキ』迫稔雄
『Artiste』さもえど太郎
『2.5 次元の誘惑』橋本悠
第 121 位（11 票）
『AGRAVITY BOYS』中村充志
『おとなりに銀河』⾬隠ギド
『コーヒームーン』牡丹もちと
『東京卍リベンジャーズ』和久井健
『宝⽯の国』市川春⼦
『進撃の巨⼈』諫⼭創
『i メンター すべては遺伝⼦に⽀配された』⼩出もと貴
『北極百貨店のコンシェルジュさん』⻄村ツチカ
『ここは今から倫理です。
』⾬瀬シオリ
『⾵太郎不戦⽇記』⼭⽥⾵太郎／勝⽥⽂
『シメジ シミュレーション』つくみず
『映像研には⼿を出すな！』⼤童澄瞳
『峠⻤』鶴淵けんじ
『スーパーベイビー』丸顔めめ
第 135 位（10 票）
『Shrink〜精神科医ヨワイ〜』七海仁／⽉⼦
『僕のヒーローアカデミア』堀越耕平
『シャドーハウス』ソウマトウ
『リエゾン−こどものこころ診療所−』ヨンチャン／⽵村優作
『BLUE GIANT SUPREME』⽯塚真⼀

『五等分の花嫁』春場ねぎ
『服福⼈々』坂本拓
『新九郎、奔る！』ゆうきまさみ
『後ハッピーマニア』安野モヨコ
『可愛そうにね、元気くん』古宮海
『⽔野と茶⼭』⻄尾雄太
第 146 位（9 票） 『マッシュル-MASHLE-』甲本⼀
『ヒナまつり』⼤武政夫
『ブルーロック』⾦城宗幸／ノ村優介
『付き合ってあげてもいいかな』たみふる
『と、ある⽇のすごくふしぎ』宮崎夏次系
『blanc』中村明⽇美⼦
『煙と蜜』⻑蔵ヒロコ
『バララッシュ』福島聡
『Dr.STONE』稲垣理⼀郎／Boichi
『⼆階堂幸短編集 ありがとうって⾔って』⼆階堂幸
『雑な⽣活』中憲⼈
『ヘテロゲニア リンギスティコ 〜異種族⾔語学⼊⾨〜』瀬野反⼈
『きみを死なせないための物語』吟⿃⼦
『明⽇、私は誰かのカノジョ』をのひなお
『もういっぽん！』村岡ユウ
『妻と僕の⼩規模な育児』福満しげゆき
『メイドインアビス』つくしあきひと
『BADON』オノ・ナツメ
第 164 位（8 票） 『海辺のキュー』背川昇
『ブランクスペース』熊倉献
『ゆびさきと恋々』森下 suu
『愛しの国⽟』アッチあい
『しょうもないのうりょく』⾼野雀
『Lv1 魔王とワンルーム勇者』toufu
『バー・オクトパス』スケラッコ
『地獄楽』賀来ゆうじ
『⻤ゴロシ』河部真道
『ちょっとだけ変な世界でアルバイト』⼭北東
『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い！』⾕川ニコ
『⾼丘親王航海記』近藤ようこ／澁澤⿓彦

『ザ・ファブル』南勝久
『リウーを待ちながら』朱⼾アオ
『粉もんロード』クマリネ
『推しが武道館いってくれたら死ぬ』平尾アウリ
『最果てのソルテ』⽔上悟志
『ちくまさん』⻄村ツチカ
『カナカナ』⻄森博之
『イトイ圭作品集 ナインストーリーズ』イトイ圭
『約束のネバーランド』⽩井カイウ／出⽔ぽすか
『忘却バッテリー』みかわ絵⼦
『⾼校⽣を、もう⼀度』浦部はいむ
『ファイアパンチ』藤本タツキ
『ワンコそばにいる』路⽥⾏
『マロニエ王国の七⼈の騎⼠』岩本ナオ
『最後の遊覧船』すぎむらしんいち
『夜は猫といっしょ』キュル Z
第 192 位（7 票） 『かしこくて勇気ある⼦ども』⼭本美希
『地図にない場所』安藤ゆき
『バベルの設計⼠』芦藻彬
『あの⽉に向かって打て！』寒川⼀之
『あらくれお嬢様はもんもんしている』⽊下由⼀
『メタモルフォーゼの縁側』鶴⾕⾹央理
『スーサイドガール』中⼭敦⽀
『連ちゃんパパ』ありま猛
『⼭を渡る -三多摩⼤岳部録-』空⽊哲⽣
『姫と騎⼠たち』⼭本⽩湯
『異世界失格』若松卓宏／野⽥宏
『さよなら私のクラマー』新川直司
『モディリアーニにお願い』相澤いくえ
『⻨酒姫 朝陽昇作品集』朝陽昇
『東京トイボクシーズ』うめ
『ケンシロウによろしく』ジャスミン・ギュ
『⽺⾓のマジョロミ』阿部洋⼀
『魔装番⻑ バンガイスト』霧隠サブロー
『ふたりソロキャンプ』出端祐⼤
『笠佐⽊梓と七⼈の敵』辻⽥りり⼦

『カイニスの⾦の⿃』秦和⽣
『まくむすび』保⾕伸
『⾬の⽇も神様と相撲を』城平京／⼾賀環
『転⽣したら第七王⼦だったので、気ままに魔術を極めます』
⽯沢庸介／謙虚なサークル／メル
『ダンス・ダンス・ダンスール』ジョージ朝倉
『消えた初恋』ひねくれ渡／アルコ
『踊るリスポーン』三ヶ嶋⽝太朗
『トクサツガガガ』丹⽻庭
『千年狐 〜⼲宝「捜神記」より〜』張六郎
『1 ⽇外出録ハンチョウ』福本伸⾏／萩原天晴／上原求／新井和也
『銀の匙 Silver Spoon』荒川弘
『⼤安仏滅』⽯川チカ
『うるわしの宵の⽉』やまもり三⾹
『りもで・りんぐ』ふくたいさお
『琥珀の夢で酔いましょう』村野真朱／依⽥温／杉村啓
『オレが私になるまで』佐藤はつき
『破壊神マグちゃん』上⽊敬
『君が⾁になっても』とこみち
『⽉と⾦のシャングリラ』蔵⻄
『焼いてるふたり』ハナツカシオリ
『定額制夫のこづかい万歳 ⽉額 2 万千円の⾦⽋ライフ』吉本浩⼆
『昴とスーさん』⾼橋那津⼦
『クレバテス-魔獣の王と⾚⼦と屍の勇者-』岩原裕⼆
『キングダム』原泰久
『⼤奥』よしながふみ
『烏に単は似合わない』阿部智⾥／松崎夏未
『船場センタービルの漫画』町⽥洋
以上 238 作品

