
多数のご応募、ありがとうございました。最終選考進出作品は、以下の108作品となります。

※タイトル部分をクリックしていただくと、作品ページをご確認いただけます。

※順不同、著者名敬称略　※ペンネーム・作品タイトルは2022年11月30日応募締切時点のものです。

※選考方法等へのお問い合わせにはお答えできません。

※最終選考辞退の場合は、メールにてご連絡をお願いいたします（alphirk_01@tohan.co.jp）

タイトル ユーザ名

【短話連作】神官カトリーナの託宣帳（「憑いていますよ？」続編） 瑪々子

ロゼッタ様やりすぎですっ 龍華ぷろじぇくと

神とモフモフ(ドラゴン)と異世界転移 龍央

TS転生した私が所属するVtuber事務所のライバーを全員堕としにいく話 離村(恋狸)

あれから30年ダンジョンが出来た世界をスキルで攻略 ～何でもガチャれるが全て運任せって事？！～ 藍色

【第一章完結・番外編あり】私の婚約者様の毒舌が過ぎる 頼爾

【完結】転生悪女の幸せ家族計画～黒魔術チートで周囲の人達を幸せにします～
来須みかん @やり

ざまコミカライズ

《完結》 ∞【無限】ミッション！～俺だけに与えられたシークレットミッションを達成して手に入れたSSS級の能力や神器で世

界を見返す史上最強のハンターへ～
陽和

我儘王子に婚約破棄された男装令嬢は優雅に微笑む 木崎優

俺の店の屋根裏がいろんな異世界ダンジョンの安全地帯らしいから、握り飯を差し入れてる 網野ホウ

腹ぺこお嬢様の飯使い ～隣の部屋のお嬢様にご飯を振舞ったら懐かれた件～ 味のないお茶

滅亡回避し栄華を手に！　名門だけど滅び歴史に埋もれた豊嶋家の嫡男に転生したので天下統一を目指します。 武雅

戦武成伝　－武田に転生したと思ったら想像してたのと違う甲斐武田から枝分かれした安芸武田のさらに枝分かれの若狭武田

だったので、滅亡しないように武をもって成り上がります－
尾羽内 鴉

餓える紫狼の復讐者　―ただの傭兵に過ぎない青年が最強の武力で成り上がって大陸を征服するに至るまでのお話― 尾羽内 鴉

兵器創造の領域支配者～崩壊し領域の現れた現代を、俺は『兵器創造』の力で生き抜いてやる～ 飛楽季

【150万PVありがとう】自重しなかった結果、別家を立てて生き残ります。～本当は影武者として生き残るつもりでした。～ 八凪 柳一

人型巨大兵器〝に〟転生しました～冷凍世界再点火～ 白色矮星

じゃない孔明転生記。軍師の師だといわれましても 二水うなむ

【完結】機動戦艦から始まる、現代の錬金術師 呑兵衛和尚

痛快娯楽時代劇　小田氏治 藤永太郎

王子妃教育１日無料体験実施中！ 杜野秋人

下の階に住んでいる引きこもり美少女は大手事務所の新人VTuberでした～陰キャの俺は正体を明かさず事務所でエンジニアと

して雇われることに。クビにした会社が戻ってこいと言うけれど無理です～
剃り残し

光秀、下天の夢を見る 狸　寝起

トラウマ男子は静かに暮らしたい 鷹山さん

最強賢者の異世界無双　～不遇とされた転生賢者はチートと現代知識で世界最強～
蒼月浩二＠『劣等

紋』8月25日発売

アインの伝説　～気づいた時にはもう遅い？　転生したら滅んだ村の生き残りで、勇者の幼なじみなのになかなか名前を思い出

してもらえないという極めつけの脇役だったんだけどさ、どうしたらいいと思う？～
相生蒼尉

悪役令嬢に転生した……かと思ったけど、モブキャラの公爵令嬢の方だったので、馬鹿な攻略キャラを教育します！！ 疎陀　陽

銀馬車の紙商人とマーティン帝国の功罪　【日刊ハイファンタジーBEST300『18位』達成！！】　【大感謝！！累計

『200,000PV』突破！！】　【異世界転移】　【コピー用紙　無双】
旋律和音

異世界で悪役令嬢として生きる事になったけど、前世の記憶を持ったまま、自分らしく過ごして良いらしい 千晶もーこ

俺だけレベルが下がっていくんだけど。～ステータスと異能（スキル）が全ての世界でレベルが0を下回ったら～ 雪梅

眠る呪いの王子様に解呪の口付けをしたらそのまま召し上げられてしまいました 石月　和花

ノアの旅人　　2022／９／23～連載開始 西井　シノ

【完結】二度目の人生では、お飾り王妃になりません！　～陰謀により全てを失った王妃、今生では真の力に目覚め幸せを掴み

ます～
清川和泉

借金男の異世界成り上がり　～転生ガチャでレジェンドレアを引き当てた！～ 星川銀河

時霞　～信長の軍師～　【長編完結】 水野忠

噂好きのローレッタ 水谷繭

【第二部連載中】無職マンのゾンビサバイバル生活。【第一部完】 秋津モトノブ

【女神のログインボーナスで毎日大金が振り込まれるんだがどうすればいい？】～無実の罪で職場を追放されたオッサンによる

財力無双。非合法女子高生メイドと合法ロリ弁護士に挟まれながら送る夢のゴージャスライフ～

詩田門　文／すぎ

モン

最強の剣聖のオッサン、没落伯爵令嬢のメイドに転生する　～箒で無双するメイド少女は、『剣聖』を目指すお嬢様の側仕えと

して騎士養成学校に入学することになりました～
三日月猫

美醜あべこべ世界で異形の王子と結婚したい！ 三日月さんかく

悪役令嬢ペトラの大神殿暮らし　～大親友の美少女が実は男の子で、皇室の御落胤だなんて聞いてません!!～ 三日月さんかく

第2回「新人発掘コンテスト」最終選考進出作品
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悪役令嬢になるはずだった闇の女王　～悪役令嬢に転生したから、闇の組織を作っとく～ 三阪

婚約破棄された悪役令嬢は冒険者になろうかと。～指導担当は最強冒険者で学園のイケメン先輩だった件～
三月べに（ＢＥＮ

Ｉ）

妹に婚約者を獲られた私は実家に居ても何なので、帝都でドレスを作ります。 江戸川ばた散歩

戦国生存記 現実逃避

好きな人を幸せにする能力【連載版】 月兔耳のべる

２度目の異世界は周到に 月夜乃 古狸

公爵令嬢は我が道を行く 月圭

【完結】聖女がなかなか転移してこないので、私は断罪されることなく『犬猿の仲』の婚約者と結婚しました～今更聖女召喚な

んて嘘でしょう?～
景華

脱！初恋宣言！～幼馴染に振られたら、ギャルな彼女ができたんだが～ 熊0693

【鑑定スキルなしの錬金術師物語】色彩能力者の錬金術師
空松蓮司@２シ

リーズ書籍化

うちの冷蔵庫がダンジョンになった 空志戸レミ

劣等剣士は全てを斬る～追放された魔力ゼロの俺、魔術至上主義の世界ですが、師匠の剣術が最強なのでわからせようと思いま

す。えっ、それワシの剣術じゃないから？　そんな謙遜しなくても
空見こはく

魅了が解けた元王太子と結婚させられてしまいました。 金峯蓮華

ヒロインらしく恋をしろ？　時給いくらですか？　ー貧乏一家出身キャバ嬢は厄介事に愛されるー 宮苑翼

ああ、課金してぇーー！！！～課金できないから現代ダンジョンでレベルを上げる～ 甘井雨玉

英雄の中の英雄の物語　～アレスティア建国記～ 勘八

最強と言われてたのに蓋を開けたら超難度不遇職 鎌霧

趣味人な魔王、世界を変える 海蛇

戦乱の帝国と、我が謀略　～史上最強の国が出来るまで～ 温泉文太

勇者パーティーに追放された俺は、伝説級のアイテムを作れるので領地が最強になっていた 奥野　将臣

捨てられたお飾りの妻は、二人で人生をやり直すことにしました 一ノ谷鈴

死を願われた薄幸ハリボテ令嬢は逆行して溺愛される 葵　遥菜

【完結・番外編追加】ヒロインが来る前に妊娠しました～詰んだはずの悪役令嬢ですが、どうやら違うようです ロゼ

転生したら龍でした。成龍したので自分の城を作ります。 ルケア

強欲エルフの最強街道 ルケア

育成上手な冒険者、幼女を拾い、セカンドライフを育児に捧げる リズ

 神様なんか信じてないけど、【神の奇跡】はぶん回す　～自分勝手に魔法を増やして、異世界で無双する（予定）～ リウト銃士

享年82才の異世界転生！？～ハズレ属性でも気にしない、スキルだけで無双します～ ラクシュミー

【完結】捨てられた未亡令嬢ですが最強家政婦でもあるので、隣国の聖王子と幸せになりました。 ゆいレギナ

婚約破棄……望むところです。 メイリ

【INFINITY・POSSIBILITY・ONLINE】 メイデン

【㊗️PV2800万】最強の荷物持ち～役立たずと勇者パーティーを追放されたけど収納スキルで開眼し無双します！パーティーに

戻って来てとたのまれても【もう遅い】です～
みやび

元カノの一人息子に乗り移った
ミソネタ・ドざえ

もん

【完結】王太子殿下、「『戦利品』のおまえは妻として愛する価値はない」と宣言されるのですね。承知しました。わたしも今

後の態度を改めさせていただきます
ぽんた

【完結】ド底辺の「たらいまわし王女」の私が「獅子帝」と呼ばれるおっさん皇帝に嫁いだら、超溺愛が始まりましたが……。

あの、これって何かの間違いではありませんか？
ぽんた

『妖精騎士の物語 』　少女は世界を変える ペルスネージュ

おいらの嫁さん、オークなの？ねぇ？神様？（おっさんの異世界迷走記） ぷりぷり星人

北条氏政転生　関八州どころか東日本は全部俺の物　西は信長に任せて俺は歴史知識を利用して天下統一を手助けします。 ヒバリ

無職は今日も今日とて迷宮に潜る はま

Break World Online　～忌み嫌われ批難される吸血鬼は人気配信者に ハッピー

異世界召喚されたのに与えられたスキルが『ハズレ』だったので追放されましたが、実は最強スキルだったので復讐して必ずこ

の世界を脱出してやるよ
ばたっちゅ

（仮）アルドの異世界転生 ばうお

独裁王国を追放された鍛冶師、実は《鍛冶女神》の加護持ちで、いきなり《超伝説級》武具フル装備で冒険者デビューする。あ

と魔素が濃い超重力な鉱脈で、ミスリル原石を1億回も削ってきたから、戦闘力も実は凄かった
ハーーナ殿下

 勇者パーティーから追放された”元“解体師の、森羅万象バラバラ無双 ～ユニークスキル【解体】は、あらゆる防御を貫通する

最強の攻撃スキルでした～
にゃんぼ

不登校陰キャの僕、実は女子に大人気の若手トップ俳優です。平穏を求めて私生活では正体を隠していますが、校内に結構ファ

ンが居るし同業の大人気女優も在校しててやたらと構ってくるから隠遁生活も楽じゃない
とまや

婚約破棄のおかげで婚約者ができました【第一章完結】 デンセン

賢者ググレカスの優雅な日常　～素敵な『賢者の館』ライフはじめました！～ たまり

【連載版】神クラスの奴隷商人のハズが一人も売れません！ だぶんぐる
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神ゲーしようと思ったらクソピーキー性能のチート詰め合わせの初期特典に当選したので悪役に徹することにする
セクシー大根教教

区長ミニ丸語

現実にモンスター？ダンジョン？じゃあとりあえず狩りますね。固有スキルと称号で成長チート～サクサクレベルが上がってレ

ベル上げが楽しいです～
スクイッド

ぶちょー、今度の人事異動は異世界ですって しゅーまつ

【魔物島】～コミュ障な俺はモンスターが生息する島で一人淡々とレベルを上げ続ける～

シオヤマ琴@コミ

カライズ2作、書

籍化1作準備中

醜いオークの逆襲～全編バッドエンドしかない鬼畜系同人エロゲの鬼畜皇太子に転生したけど、喪男の僕に鬼畜プレイは無理

ゲーなので、フラグを折って生存できるように頑張ってみる～
サンボン

十年間繰り返される悪夢で幾千の死を乗り越え、僕は婚約破棄されて『迷宮刑』に処せられた地味で優しい子爵令嬢を救い、幸

せになりました。
サンボン

幼馴染も憧れるイケメン大学生を嫉妬で睨み続けていたら、勘違いされて綺麗なお姉さんに好かれました。 サンボン

若き常勝不敗の将軍は、なんとしても退役したい　～だけど優秀で可愛い小さな補佐官に邪魔をされるので、今日も仕事に追わ

れています～
サンボン

さすがに武器を持ってお店に突っ込めば退学にしてくれるよね！ねえ！！ こまこま

【機神の錬金術師】～「無能のあんたが憧れの錬金術師なわけない！」と俺を振った幼馴染の聖女。俺が結婚したかった人だと

知り死ぬほど後悔してるがもう遅い。俺の錬金術に惚れ込んだ王女と偽装婚約しちゃったので

こはるんるん@神

様ガチャ　書籍化

&コミカライズ

転売屋（テンバイヤー）は相場スキルで財を成す エルリア

【完結】生贄姫は隣国の死神王子と送る平穏な毎日を所望する。～隣国の死神王子に嫁ぐ私は生贄姫？ いいえ、全力で幸せで

す！～
イチカ

俺の召喚獣だけレベルアップする アッキ@瓶の蓋。

転生モブ娘（庶民）は大好きな乙女ゲームの世界で、最高の推し活ライフを目指しますっ！ アオイ

手違いで異世界に強制召喚されました！ ZOMBIE DEATH

ゴブリンから女の子を助けたら、いつも塩対応の先輩社員だった件。でもその恩恵は途轍もなかった！ SHO

捨てられ令嬢は、異能の眼を持つ魔術師になる。私、溺愛されているみたいですよ？ miy

盗賊少女に転生した俺の使命は勇者と魔王に×××なの！ halsan

勘違い底辺悪役令嬢のスローライフ英雄伝　～最弱男爵家だし貴族にマウント取れないから代わりに領民相手にイキってたらな

ぜか尊敬されまくって領地豊かになってあと王子達にモテたのなんで？？？～

【偽】ま路馬んじ

【養殖】
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