
アーリアン Ｒ－１３ Ｒ藤本 アイアンホース アイアンマスク 相咲ポッポ 愛タフです 愛のかたまり 饗庭克俊 アイフォーユー アインシュタイン アヴァロン アウトロー 青野雛乃 赤い自転車 朱猿 我妻チェルシー アキレスと亀 あきんど 芥川小作家 足利ソニックパニック 足利ソニックパニック・高橋
クパニック・浜田 アシメントリー アスタリスク ＠ アップ・アップ アトミックバカ 亜斗務 アナーキーサーボーグ あばれざる アヒルディーテ 安部健二 あべのチーフ アポロッキー あまからオカ 尼っ子 尼美人 アメリカンナメリカン あやみ 荒井100% 新居農園 荒川侑介 ありがとさん太郎
アルビノ アルルカン あろ～ず アンサンブル アンシャンテ 案じる人々 安心のカマグチ アンダーライン あんだらしゃん アンチサワー アンチズム アンデルセン あんのーん。 Ｉ-ＮＡ*2 戦 いけっち 勇み足サミー 石丸拓也 イソギン イタリアン・マフィア 壱ＢＡＮ星!! 一撃（＝小南・針野） 一撃（＝林・山下）
いちごミルク 伊藤製作所 稲垣帝国 稲光 乾ケンスケ 井上太郎 今井祐一 いまいゆうた いもうと イレイサー 岩野透 インサイドセブン インザゾーン インスティンクト インディアンス インテルストレンジ 陰陽 ウーマンラッシュアワー ウエスタンウエスタン 浮世離れ 薄ピンク05 打ちっぱなしコンクリート
宇宙ネズミ 宇宙遊泳 美しい熱帯魚 雨天決行 うどん うまみ 梅田キャロット 裏ブラウン 瓜 ウレシハズカシ エイプリル Ａマッソ Ａ４カルビ Ｓ・ヒヨコ エッゾアンダー エデン エナジーカリブ エヌ エバミルク ＭＣ.ＤＡＩＣＨＩ Ｍストーリー エルソシナンテ えんがわ 援助交際 遠藤ツトム 皇帝
ク 大久保和憲 大阪市 大阪丸 大谷ゆうすけ 大野和希 オーバータイム 大淵源八 OH MY LITTLE GIRL オールジャンル 岡田晃 岡村拓也 岡本・西浦 おぎの信号 おくら お米ライダー おっさん オナニート オバン オフィスニャロメ～ オフクロワークス オブラディオブラダ おふらんす
中 おまんじゅうさん オモテウラ オリーブコリーブ オレンジエンペラー 温泉兄弟 女と男 オンパレード ガ→デん カーディガンガーディアン カーニバル かーぼー カイセン カエ～んホーシャキ 香モダン 夏季限定 ガキ帝国 ガキんちょ かこ 傘ブタ カシス 化図屋 （笑） 勝山かずや 金田雄太
フェオレ カブキモノ (株)エンターティメント かぷちぃの 噛ませ犬 カムフラージュマン 亀井しげお カメルーン からくりコンセント カランダッシュ ガリガリガリクソン かりんとう 河中 川本祐二 ガングリオン 気球旅行 キゲキヘッド 起(笑)転結 キッチン キャバレー キャバレーナイト ギャングダン
チセンター 京風ゆばちりめん キラークイーン キラーパス ぎんがてつどう 琴柑 王 キングセンス 金属バット 空気toホールド グッド・ルッキング・ガイ グッドモーニング 熊澤くっきー くもんリサ グラウンドゼロ クラクション 倉敷籐花 栗栖史博 クリスと・・・ くれいじースタジアム ぐれんでる
コミック クロスロード 群青パニックロール 月光美人 ケツユウキ 小池 ＧＯＩＮＧ ゴーゴーゴー 5・7・5 ゴールドハンマー 小金持ち 極悪連合 55% 小西ニコ 近衛 拳 小南よしひろ コモリウタ コンクリート コンセントロード コンチェルト こんぶ サブイボ立会人 セキハンチャーハン ザ・セバスチャンファ
ミリー ザ・ワールド サイクロトロン サイクロン サイクロンズ 斉藤紳士 さかなＤＶＤ サガワンプソン さくら さくらさくら 酒カン ささえとうき ささやま ＴＨＥ禅 サタデーナイトスペシャル さとう サフラン サムライダンス 皿まんだー さるいたち サルサ さるつかい 334 サンシャイン 
ズ ＣＲキャメルーン シーチキン シーチキン佐野 シーラカンサイ Ｊ＆Ｍ ＪＭ－ＰＩＮＫ ジェシカ ジェット シオマリアッチ ジオンハント 式神 重政 シコ名Ｋバリカン山 自宅出産 しとしとぴっちゃん シバケン シビジビ 清水玄太 地元猟友会 ジャーマンズ ジャイアンソング シャイニング シャコ
ジャパンブランド Ｊａ・Ｒａｎ ジャンクフード シャングリラ ジャングルパンダ 上海ブルー ジャンみやがわ 19Ｐ シュークリーム シュークリームズ 終日神襲来 しゅうへ ジュニコン 純國産 ショウガラゴ 笑止千万 升酔 少年エンペラー 上間敬子 女子大セブン ジョックロック ジョンズ ションベンライダー
生コン シリアスママ しりさがり寿 次郎 白ポスト 心世界 新選組 シンタロー シンと優里亜 シンパシー シンプソンズ シンプル 神保マオ すいか泥棒 すいみんぐ スーパーＢ田ブラザーズ スーパーサンダーズ スーパーボール ズームエレファント スカッシュレゲエ すぎお 助太刀 すこ～る 
タンドウラン ストレイキャッツ ストレンジセンセーション スパイクヒルズ スポンジー スマイル すみませんでした スミヤケンジ スミレハナビ すんのすん 正嶋秀信 青春の一撃 赤色４号 瀬戸崎真麻 セバスチャン セバスチャンと虫 セバスチャンと虫とクッキー セブンスター 蝉丸 ゼロ作 ゼロ戦
ゴイチ センドラーフ センドラーフ・山下 センメンキ 双星アニマート ソーダポップ 粗品 薗田雄介 ソメイヨシノ ソン・ネジドリルン だーあさ 大吉 大根おろしにじゃこかけて たいし・いっこ 鯛すけ 大納言 台風拾壱号 ダイヤモンド たいよう 太陽光 ダウト 高木タカシ 高倉愛 高田理光 高津川
飯 たくさんの命 匠 竹内けんた 武智晃洋 ＴＡＫＥちゃん タケノコの頃 たこやき たそがれゾンビ 田中朗仁 谷昌憲 谷町ブリキッド たののた ダブルドカン 田村高次郎 ダリヤミ たるずつがぁ ダルメシアン たわわ 単細胞 ダンシングヒーロー Dandelion チーズロマンス チィチィチョングス
ギャング ちぇく田 チェックメイト チェリー チェンジ・ザ・ワールド木村 チキチキバンバン CHIKU-CHIKU ちじまんだいき チップイン ちゃぁぼ チャイナチキン ☆ciao☆ ちゃびー チャモロ チャンクティ ちゃんこスープ ちゃんぽん チヨトコトワ ちょんまげウォーリアーズ チロル ちんねん
ル ツインドラゴン ツートップ ツートライブ 月本ジョー で～れあんぱち 出会い桜 ＤＸ ＴＭラバーズ デジタルケイタ デジタルパーマ テッピ デヤネンドヤネン 寺尾とその友達 デルマパンゲ 天海ホーリー 天使と悪魔 伝説のオモチャ～ズ テンダーロイン 天然つむじ隊 テンプラコンプレックス
や 天龍 十六 土井 トイ・マシン どいたか トイトーク トイマシン 、 トークチック トーテム・ポールセンター トカイムササ 土偶 特殊免許 徳田啓二 トクハラ。 徳原秀俊 どくろバッチ 常夏サウナ 図書室特攻隊 ドダグライエフ トップロック ドドンパ トニー トマトキャット トマト畑 富久 富高ポストマン
ゴンガン トラトラビット ドラムドッグ トランジェスタ トランジスタ トランス とらんぷ トリックトラップ トリプルエンジョイ 鳥山右大臣左大臣 鳥溶岩 ドリンクバーゲン ドレッドノート とろサーモン トロピカルクラッカーズマーメイド どんどんワッシー ドンパチ 丼 騎士 内藤栄俊 直樹ロビンソール
まる 中瀬一貴 中田ゆうま・とうま 中藤フリーマン 中野・小南 長野美奈 長渕キックRIOT!! ナチュラルフラン 菜っ葉 なでしこ ななまがり ナポレオンミラー 生江ミョウジ ナミＨＥＹ!! 成瀬オンザスカイ ナンカン 新部聖子 握り拳 西居大樹 西川誠 にしぐちあき 西中島東方 20期 日男 
越 ニネンクウコウ にのうで ニノロク 日本クレール ニラまんじゅう にわとりヘッド 人間 ぬらぬら ネイビーズアフロ ネオ・ゴメス河田 ネオジョーカー ネオシン ねこじゃらし 熱演賞 濃丸 野風僧 野良犬ファンタジー のりちゃんしゅうちゃん ノンスモーク ハーゲンダッツ バース ハイアンドロウ
バイク ハイジ 背水ファンタジー ハイライト バイリンガル バウンドライン パォーン 萩野りょう ハクション中西 ぱくぱくモンスター はしっぷ はたかぜ はだか電球 八分目 バッタモン 服部 ハッピーカムカム ハッピージャック ハッピーセット ハッピーマンデー ハツボシ パトラ ハトン 花岡翔
花谷豊 ハナダン 鼻矢印永井 華夢 ハバピクルス 羽場誠 ハピィライフ パプア。 ハブシセン パプリカ王国 パブリック60s バブルス 林治男 原ＳＨＯＷ太 パラフィンキック バラライカ ハリキリボーイ武田 BARUSAN パルプセンス ハレンチトースト ハロー植田 半ＪｉＲｏ パンカッション
ハンズアップ 半田あかり ハンターズ パンダ番長 パンチョリーナ パンチライン ハンチング ハンドソープ藤井 パンドラン はんなりてんご パンパシスイミング バンビ バンブーパーティー ＰＨＳ ピートラス ピーナッツ ピーナッツボーイズ ビーバス ＢＢハリケーン ビーフケーキ ビールズ ぴかいち
ケ ピクルス ピクルスバーガー ひこ ヒコロヒー ひじき ビタオシ 左ミドル ピタンコ ぴっかり高木 ぴっかり高木とＲ藤本 ピックルショップ 秀清 ひのき 火の玉アタック ひまわりコーポレーション ひみつきち 100レノン ヒューマン中村 兵庫６区 平田宣明 ヒロエ Hiroto ピン 敏感山 ピンクゴジラ
クドライバー ピンクパンサー ピントリオズ ピンポンダッシュ ファイナルお兄さん ファイナルストライク ファイナル兄弟 ファイヤーボール ファンキーハウス FunPark ブービーゲイツ ふかひれ フカヒレヘネシー 福岡ゆーこ ふくしげ春き 福田雄二 ぷくぷく隊 ブケショハット 藤井タクロー
たむらいぬい ふたむらさとし 二村滝見 縁川縁松 ブチネコ ぶっかけ忠臣蔵 ブックブック ブライダルダービー ぷらりしゃらり ブランコリー フルーキーフルスロットル ブルーサンデー フルハウス フルフェイスフィクサー ふれあい民族 ブレーブス プレゼント フレミング フレンドブレンド 
マンガン ベガ ペケペケ ヘッドライト ヘッドロココ ヘップバーン ペニーレイン ペノンプン ペペチーノファミリー ペペロンチーノペロリンチョ ベムスター ベララベラ ベルサイユ ヘルディスコ ベロアン ペロペロキャンディー ペロペロキャンデー ベンジャミン 帽子屋お松 ボーナス・木村 ポケットダッシュ
ボスザル ポセイドン橋本 ポチダポチオ ホットコーラ ホッピングヘヴン ポップンサンデー ホラガラス ボルボックス ホルモン女ＭＵＳＩＣ ポルンガ（＝瀬戸・正嶋）'01～'02 ポルンガ '06 ボンクラーズ ポンプライン ホンマムリ まいなすしこう マイハニー マインバルーン マウンテンパーティー
棲 マクフライ マコート・サンマルチノ マサージ マザーテン まさのぶ マシュウ マシンガンズ マシンガンズ（西）・平松 マスターピース ますミサイル 桝本浩二 街裏ぴんく 街の帽子屋さん 松井開拓史 松江厚生 松尾俊明 松原昌治 松村・田泓 まつもっさん 松本朔太郎 マドンナ まなぶぅ ままかり神宮
まりも マリンスノウ まる まる×3 丸尾ユウキャン 丸山協定 漫才ゲリラ 卍 漫天 マントラック マンドリルマン まんまる小動物 ＭＡＮＲＵＩ ミームミーム ミーム守屋 ミウ・マッカートニー 三浦マイルド 三日月トリオ ミキ Ｍｒ．オオサカ みず菜 水野夏樹 ミセス みぞぐちまこと ミミズ大臣 宮沢ボーボーＲ
宮田 宮原てつや みやわきゆうすけ ミラクルココナッツ ミラクルチャップリン為永 ミルキー爆弾 ミルクボーイ ミルクモウモウ みわこたに 夢幻 ムササビ 虫 ムツ 無敵パンダ ムニムニヤエバ 村井寛規 村岸じぇーむず 村橋ステム 村本・栗栖 村本・佐々木 村本・本田 村本大輔 村本大輔ーズ
ロード メガトンパンチ 恵 メジャーキング メメント メリッサ メルヘン部隊 もすぐりん モテモテボーイズ ＭＯＴＯ モナイ モバイルワールド 桃色青年 桃色通信 モモスチルドレン 桃レンジャー 森プロジェクト もりやすバンバンビガロ モロトゆーき モンキーグラッシーズ モンキーターン モンキーダンス
ンゴリアンパンプキンズ モンスター 問答無用 野球家族 野犬 矢嶋竹嶋 矢嶋帝国矢嶋 ヤス王 やぶれかぶれ 山が動く 山が動く・寺岡 山上晃平 山崎仕事人 やまじ 山下敏感まなぶ 山下敏感学ーず ヤマセ 山田さん 山野・上野 山本力 やりすぎBOYS&GIRLSオーケストラ ヤングース
遊＆翔 ゆうきたけし ユーキャン 夕暮れみかん ユウシ鐵線 ユウシテッセン山本 ユウタ・ゴールデン ユキコミキ ユキノビジン ヨコズナユナイテッド 吉岡将利 四次元ナイフ 吉田華 ヨシムネ よだれバンパア ラ・フランス ラーメンボール ライフライン ’02 ライフライン ’06 ライラプス 
楽天・ロッテ 羅生門 乱太郎 リアリズム Ｒｉｋａ リトルビースト Ｒばあしぶる 流星ライダー リルガーデン 林檎 りんねりんね ルービック ループライン ルチャダテリブレ レインメーカー レギンス レジェンド本マグロ red-chaina-blues レディパステル レトロベガス ロイアルクラウン 69
ルモット ロンギヌス ロングタイム ワカバ丸 わかやまん わきざし 和牛 ワンジャンク ん！？   

Stadium 
Comedy 

MANZAI AND CONTE OWARAI PERFORMANCE RANKIG NETA BATTLE LIVE. 

since1999.5～ 

Welcome To This ComeStime. 

You Are Laugh Boy & Girl. 

Keep You Laughing. 

コメディスタジアム、これまでも、これからも。 

コメディスタジアム 
第１５１回 

@comestagroup 

http://comedystadium.jimdo.com/ 

Open18:15 / Start18:30  Ade.¥300 / Door.¥400 
あべのベルタ３階★阿倍野市民学習センター 

コメスタ★グループ http://comestagroup.jimdo.com/ 





足利ソニックパニック・高橋 足利ソニッ
ありがとさん太郎 アルバトロス 

一撃（＝小南・針野） 一撃（＝林・山下） 
打ちっぱなしコンクリート 

遠藤ツトム 皇帝 オイルショッ
おふらんす おふらんす田
金田雄太 カネミノブ カ
ギャングダン キューピッ
ぐれんでる 黒うさぎ 黒
ザ・セバスチャンファ

サンシャイン 346 残像レン
シャコ ジャズタイム 
ションベンライダー 白銀

すこ～る スタンダード ス
ゼロ作 ゼロ戦 ゼンサン

 高津川 炊き込みご
チィチィチョングス チェイン

ちんねん ツインテー
テンプラコンプレックス てんやわん

 富高ポストマン ドラ
直樹ロビンソール ながい
日男 ニッカン 新田生

ハイアンドロウ バイク川崎
花岡翔 ハナコレイン 

パンカッション パンクパンダ 
ビールズ ぴかいち ヒカリゴ
敏感山 ピンクゴジラ ピン
藤井タクロー 藤本 26 ふ

フレンドブレンド 平成元年 ベース
ボーナス・木村 ポケットダッシュ 

マウンテンパーティー 魔界岩
まなぶぅ ままかり神宮 繭 
ミミズ大臣 宮沢ボーボーＲ 
村本大輔ーズ メイキング

モンキーターン モンキーダンス モ
ヤングース ヤングルーズ 
ライラプス ラガーマンランド 

ロイアルクラウン 69ポンプ 六角モ

Stadium 




