
BTRD創作一覧 1771曲  く1977－2006） 桜 おまえ　の　世界 前略道の上より

UＦＯ サンﾀが街にやってくる ペパーミントジャック めだかの兄妹（B） 春　　　の　　　海

愛　の　ノ　モ　リ- あわてんぼうのｻﾝﾀｸﾛｰス2大戦隊ゴーグルファイブ 心こめて愛こめて お　江　戸　日本橋

トップオブザワールド ﾏﾏがｻﾝﾀにｷｽをした NAI NAI16 マリオネッ　ト ギ　ャ　プ‘　ラ　ス

パイブレーション おまえかパラダイス ハ　イ　ホ　　ー 蒲田行進曲 元禄花見お　ど　り

花　　し　　ぐ　　れ バナナス　ピリ　ット お　ぼ　ろ　月　夜 晴れのちＢＬUEBOY 美しき天然

D E E P 女　　ひ　　と　　　り ふられて　BANZAI エスカレーション 翼よ走れ

シンデレラ・ハネムーン DONTSTOPTHEMUSIC 恋のNONSTOPﾂｰﾘﾝｸﾞﾛﾄﾞ 明　日　の　色（A） フ　ッ　ト　ル　―　ス

おきななじみ〈身障〉 さらは゛シベリア鉄道 ハイ　ティーン ﾌﾞｷﾞ シー・ラヴス・ユ－ 切手のないおくりもの

S・0・Sく身障） 涙のﾊﾞｰｽﾃｰﾊﾟｰﾃｨｰ だってﾌｫｰﾘﾝｸﾞﾗﾌﾞ突然 ロックンロ-ルミュ-ジック Ｍｅ☆セーラーマ　ン

ス－パースターくA〉 酔って候 別れ煙草　 エ　り　ナー　リグ　ピー ｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞﾊｰﾄの子守歌

あわてんほうのサンタクロースＭｒ．．ウ　エ　ル　ピ　ポロネ－ズとメヌエット ミ　　ッ　　シ　　ェ　　 ペらんめえ伊達男

楽しいクリスマスの鐘 恋はD O チャコの海岸物語 アントアイ・ラブ・ハー ｳｷｳｷｳｪｰｸﾐｰｱｯﾌﾟ

ホワイトクリスマスくA〉 ド　ラ　え　も　ん　音頭色つきの女でいてくれよ へ　イ　ジ　ュ　ー　ド 浪花節だよ人生は

タリスタル・ナイト 帰らざる日々 ま　た　逢　う　日まで お久しぶリね にんげんっていいな

愛のデュエット 原野牧歌 おもちゃのチャチャチャ い　と　ま　き　の　う　 燃えて　ヒ―ロー

季節　の　中で 夏　の　扉 津軽海峡冬景色 マ　イ　ム　マ　イ　ム ふ　れ　あ　い　音頭

サファリナイト ロンリ-ローラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヨマンテの夜 U N　バ　ラ　ン　ス 冬　の　ラ　イ　オ　ン

ヤングマン　　′ 風来坊 輪　　の　　中　　へ ラ　ッ　キーリ　ッ　プス ﾔﾏトナデシコ七変化

マーチングマーチ シュガーはお年頃 さよならはダンスの後に 手のひらを太陽に ｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞﾊ-ﾄの(B)

ダンスに夢中 カナリア諸島にて い　つ　で　も　夢　を キ　ャ　ッ　ツ　ア　イ 切手のない贈りもの（B）

林檎殺人事件 シンデレラ・サマー すみれSEPTEMBERLOVE ふたごのｵｵｶﾐ大冒険B ジュリアに傷心

OH′　ギ　ヤ　ル 　　　　　絆 6番目のユウウツ ラヴ・イズ・オーヴｧ－・ けんかのあとは

キャリア・ガ－ルブギ ローレライ 第　　3　　の　　男 淋しさは夕立ちのように オーバーナイトサクセス

チキチキバンパン おお牧場はみどり 待　　　　つ　　　　わ LAST CRISTMAS EVE 浪花節だ上人生は（B〉

ド　レ　ミ　の　歌 懐　し　の　ボ　レ　ロ ひとりの冬なら来るな ﾌｧｰﾌﾛﾑｵｰｳﾞｧｰ 浪花節だ上人生はくC）

踊　り　明　そ　う す　み　れ　色　の涙 花　　　　　梨 東京　シ　ャ　ツ　フ　ル 四　季　の　う　た

サンライズ・サンセット エスピオナージ YaYaあの時代を忘れな 恋あなたしだい ゴーストパスターズ

スーパースター〈B〉 大　阪　し　ぐ　れ 幸せなら手をたたこう 明　日　の　色（B） バージ　ン　プ　ルー

ディスコブラジル ジャンケンダンスＮＯ1 遠くへ行きたい 回転木馬 月　光　価　千　金

ヤ　ン　グマ　ン（身障） キッスは目にして こ　げよ　マ　イ　ケ　ルハート ジ　ン　グ　ル　ペ　ル

赤　鼻　のト　ナ　カ　イ メ　モ　リ　ー　グ　ラ　戦争を知らない子供逮 涙　を　こ　え　て 聖　者　の　行進

サンタが街にやってくる 街へ出ようよ てんとう虫のサンバ 挑発　∞ 君が嘘をついた

ダンシングステップ ムーンライ　トキッス（Ａ）ＧＩＶＥ　YOU　ＭＡＧＩＣ満月の夜君んちへ行った 飾りじゃないのよ涙は

ＨＯＷワンダフル！ ムーンライトキッス（Ｂ）ｵｰ・プりティー・ウーﾏﾝ ワインレッドの心 みんなでつ　く　ろ　う

しなやかlこ歌って 恋にメリーゴーランド 旅　姿　三 人　男 抱い　て　マ　イ　ラ　ブ 史上最大の作戦マーチ

ホワイトクリスマス（Ｂ） モ　ス　ク　ワの月 北　　風　　物　　語 星空のディスタンス 恋　　の　　予　　感

夢　　の　　中　　へ ｷﾞﾝｷﾞﾗｷﾞﾝにさりげなく 土曜の夜はパラダイス カ　ム　フ　ラ　ー　ジ　 し　あ　わ　せ　の　歌

ルー　ジ　ュ　の　伝言 恋の雪まつり イエロ－サブマリン音頭 も　し　も　明　日　が 天使　の　ウ　イ　ン　タ

オ　レ．ン　ジ　色の　風 丘を越えて きみマーチ あ　　　　の　　　　娘 スウイートジェエーリー

イーズ．オン．ダウン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　典子は今一愛のテーマ やせろﾁｬｰﾙｽﾄﾝ三世 ま　り　　と　殿　様 一　万　光　年　の　愛

シ　バ　の　女　王 む　か　し　子供達　は ふたごのｵｵｶﾐ大冒険 カーマは気まぐれt カ　　ル　メ　　ン

さ　ら．ば　青春 ミﾆﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｸﾘｽﾏｽ｣2 かくれんぼううきぎ ブ　リ　テ　ン　ダ　－ ふられ気分ﾛｯｸﾝﾛｰﾙ

夢　中　き　君　に； ﾃﾞｨﾋﾞｰｸﾛｹｯﾄの唄 宇宙の王者ゴットマーズ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｽﾀｰﾀﾞｽﾄ2 ﾚｸﾀﾞﾝｽの為の基礎ｽﾃｯﾌﾟ



22才　の　別　れ ポートオン・サ・リヴァ一北風小僧のかんたろう 2億4　千万　の　瞳 草競馬

勝手にシンドバット　、 夢　　の　　途　　中 春　　な　　の　　に 思い出のズﾃップ あの娘とスキャンダル

恋人もいないのに 風　の　エ　レ　ジ　ー 愛されてばかりいると ﾁｬｰﾙｽﾄﾝにはまだ早い ストレンジャ-インタウン

セクシーユー 津軽じょんがら節 め　だ　か　の　兄　妹 ロックンルージュ あなたに帰りたい

愛の園 メ　リ　ー・ジ　ェ　ー・ピ　　　　エ　　　　　ロお　ま　えの世界〈Ｂ〉 星うらないキラキラ

謝肉祭 青　　春　　時　　代 ギ　ャ　ラ　ン　ド　ウ カントリーラブ今宿 東京ブ　ギ　ウ　ギ

赤　　と　　黒 フ　ィ　ジ　カ　ル 春風　の　誘惑 翼　を　く　だ　さ　い ヤ　ン　グ　ブ　ラ　ッド

不思議なピーチパイ シルエットロマンス 初恋 馬のｼｯﾎﾟぶたのシッポ 夢狩人

ほ　　ほ　　え　　み PASSION LADY ドラマティッタレイン 涙のリクエスト キン肉マンGOFIGHT

ピクニック 旅　　　　人　　　　よ う・ふ・ふ．ふ 君たちｷｳｲﾊﾟﾊﾟｲｱﾏﾝｺﾞ-だ 寒北斗

森へ行きましょう お　し　ゃ　べ　り　魔女1/2　　の　　神　　話 　野に咲く花のように 日本列島旅鴉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

グリ－ン・グリ－ン 新妻に挿げる歌 ﾄｯﾋﾟﾝからげて逃げられ ポ　ッ　プ　コ　ー　ン サマータイムグラフイティー

シ　　　ン　　　グ 贈る言葉 八木節（ﾘｽﾞﾑなわとび） ボディーリズムダンス ー　　人　　の　　手

一週間 あの時君は若かった ｳｷｳｷｾｲﾘﾝｸﾞｱｳｪｲ トレモロ ス　クールガール

コール　・　ミ　－ 恋　は　水　　色 Sing a Song 女優 心　　　の　　　愛

すてきなモーニング たんじょうぴのうた ギャランﾄﾞウ〈ｼﾞｬｷﾞｰ版〉 騎士道 タ　　　ッ　　　ナ

ポーンフリー・スビリット どこまでも行こう 上　海　エ　レ　ジー ｻﾖﾅﾗは八月のﾗﾗﾊﾞｲ やきもちやきﾙﾝﾊﾞﾎﾞｰｲ

ろ　　く　　で　な　　し こんな男に惚れてみろ 時計屋さんの一日 瀬戸内行進曲 あなたをもっと知りた〈て

ｼﾞｪﾆｰはご機嫌ななめ Hachinomusasiwasindanos ﾄﾞｷﾄﾞｷﾊｰﾄのﾊﾞｽﾃﾊﾟﾃｨ あなたと眠りたい 明　日　の　色　くC）

ミﾆﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｸﾘｽﾏｽ｣ おまえにチェックイン た　　ん　　ぽ　　ぽ アイ　ライク　ショパン Bye Bye My Love

ジ　ン　ｸﾞ　ル　ベ　ル Ｗｅ　Caｎ　Fly ○め　組　の　ひ　と も　し　も明日がくＢ〉 花　の・カ　ノ　ン

赤外のトナカイ 風のノ　ス　タ　ルジア スーパーマリオブラザ－ズす　ご　い　男　の　唄 ベストセラーサマー

帰って来たつばめ ビ－ツ・ソー・ロンリー あなたといるから ジェラシーく中山美穂> C ｉ p h t r

な　　わ　　と　　ぴ C h a  C h a  C h a ジングルベル-プレゼント は　じ　め　の　一歩 ひとりぼっちにしないから

ﾚｸﾀﾞﾝｽの基礎ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ツイてるね　ノッてるね クリスマスイヴ Wｅｒｅ　Ａｌｉｖｅ ポラロイド・GIR L

風　　　の　　　唄 青　空　の　か　け　ら ﾏﾏがｻﾝﾀにキスをした 永　　　遠　　　の　　　 憎いSuger Babｅ

バナナ　の　お　や　こ　 しあわせの歌　くＢ〉 SHOW ME ジ　ミ　ー・ジ　ミ　ー B　Ａ　D M A N

シ　ョ－　ダ　ウ　ン 手のひらを太陽に（Ｂ） ｺﾓｰｼｮﾝ 決　　　　　　　　　　　　エリー・マイ・ラブ

渚　モ　デ　ラ　ート 六本木純情派 何　日　君　再　来 Heart Break Ronly Ryix とうちゃんがんばる

ナンバーコールダンス ヴ　ィ　ー　　ナ　　ス あい　こ　で　チェンジ ゆらゆら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くちぴるから媚薬

ヒ　ー　ロー バ　ナ　ナ・ポ　ー　ト L　Ａ　D Y ゴ－　ゴ　ー　ヘ　ブ　ン 流星　の　サ　ド　ル

WAKU・WAKUサーカス は　た　ち　く　く　る　TＨＥ　ＴＳＵＲＡＩ ペ　　ン　　ノ　　レ ランバダ

ｷﾞｬﾗｸﾃｨｶｽﾘﾘﾝｸﾞ タ　　ラ　　ン　　テ　　ヨ　コ　ハ　マ　物　語 Ｃｏｍｅｏｎｅｖｅｒｙｂｏｄｙ1969の片想い

ね　・　こ・の・・子 キ　ャ　バ　　レ　ー B O O M・B O OＭ 二人だけのデート C O－C O L O　上天気

六本木心　中 レッツ・ツイストアゲインたんぽぽ チム・チム・チェリー ダイエット・ゴーゴー

花　の　ま　わ　り　で 買　物　　プ　　ギ　　ー夢色一っ飛び T O G E T H E R ラストダンスは払に

ゴールドウ　イ　ンド コーヒー・ル　ン　バ ムーンライトシインギィングSｔａｎｄ　 t 　　　　　恋

涙の茉莉前花LOVE Pｙu n P y u n Ｓｕｒｅ　d a n ｃｅ アクロス・ザピュー 今夜はパンプアツア

手　の　ひ　ら　の　愛 花　景　色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悲　し　い　気　持　ち ぼくは電車 ともだちがいっばい

ﾗｯｷｰﾁｬﾝｽをもう一度Ａ WＡKU WAKU　させて 今夜だけDANCEDANCE 今日の日はさような みんなでたんじょうぴ

碧い瞳のエリス ワンパクマーチ AL-MAUJ 愛がとまらない めんそ－れ　沖　縄

コ　ン　ポ　ラ　キ　ッ　ドラ・クンパルシータ 東京・ＬＯ∨ＥＲＳＭＡＰDance If You Want it HIROS HIM A

ﾗｯｷｰﾁｬﾝｽをもう一度B 煙が目にしみる モノトーン・ボーイ 春夏秋冬屋形船 ヒロシマの　子　供　さ

恋に落ちて Self  Control 花咲く乙女よ穴をほれ R・u n n　ｅ　r 僕　達　　の　　地　　球



パートタイムラバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海の見える街で. セ　ッ　ト　オ　ン　ユ　ポーントゥビーマイペイピーあいにきてＩNEED・YOU

神様ヘルプ 男　ば　な　し ご　め　ん　な　さ　い リバーサイドホテル 恋　　は　　大　　騒　ぎ

世界はひとつ 北　の　　国　　か　ら 五　番街のマリー　ヘ はぐれそうな天使 ＣＨＡＮＣＥ

熱き心に 想い出の渚 BＵR A I ダ　イ　ア　モ　ン　ド プ　　レ　　ゼ　　ン　　ト

なんてったってｱｲﾄﾞﾙ 若草の髪飾り T O N I G Ｈ T！ 涙をみせないで 星　　の　　散　歩　　　

ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾋｰﾛｰ 鳩の詩 はいからさんが通る ジェラシー　〈井上陽水〉 ROCK THIS HOUSE、

ワン ジョニーＢグッド You Wｅre Minｅ 氷　　　　　　　　　　　　ウォ－キー・トーキー

またいつか　　　　　　　　　　　　　　　わたぼうし バラダイス銀河 ご　め　ん　よ　　涙 シ　チ　リ　ア　ー　ノ

ＨＩ-ＡＫＵＳＨＵ 落ち葉のクレッシェンド ゆかいに歩けば 限界L O V E R S ダンス・タンス・ダンス

オレたちだけの約束 水　の　ル　ー　ジ　ュ CET A CHANCE ザ・ス　ト　レ　ス デイドリームピリーバー

ＳＵＮ　ＣＩT Y 春　　　　　女　　　　　砂上の伝説 BUBBLE UP BOOＧＩE ポ　　ラ　　ー　　レ

酔っばらっちやった 光戦隊マスクマン 大漁太鼓 川の流れのよ　う　に ム　ス　タ　フ　ア

好きにならずにいられない 我愛称 筑波山麓合唱団 アンドロメダからやってきたあ　の　日　の　空　よ

キャンドル　の　瞳 た　　と　　え　　花　詩ﾀｲﾑﾏｼﾝにおねがい、 Anniｅｓ　Cａｆｅ 今　夜　だ　け　の恋人

コマンサパ 派　　　　　　　　手　 C-Girl ぶあいYａi Yａi W　プ　ッ　キ　ン　グ

冬のオペラグラス エ　ジ　プ　シ　ヤ　ン KISSABLE たぬきのあかちゃん D o m l nｏ

もっとチャールストン わ　た　ぽ　う　し　くB）ｼﾘﾝﾌｧﾙﾊｯﾄ Indlｇｏ　Wａｌｔｓ 涙　　　の　　　条　　　件

コ　　　　　ン　　　　　ガアンバランス・ゾーン ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾀﾞﾝｽ Dｅｒｅ　 Frｉｅｎｄｓ 故郷

M y Revolution た　　の　　し　　い　　ﾎ　　・　　ホ　　・　　ホH E L P！ 平　成　じゃらん　節

モーニングムーン 津軽のじ　ょ　っ　ば　りWhats your name? B E　 M Y　Ｂａｂｙ One Love One Heart

悲しみのダンス お　嫁　に　お　い　で きつつさとハンター 火つけ気つけ火の用心 オ　エ・ミ・カ　ン　ト

仮面舞踏会 サマードリーム 抱きしめてTONIGHT TRＡＩＮ　ＴＲＡＩＮ 悲しみは続かない

一ダースの言い訳 男と女のラブゲーム 乾杯 誰よりもＬａｄｙJanｅ ソ　　　ネ　　ッ　　ト

C H I、N A 善　い　酔　い　嘉　い Dｉａｍｏｎｄハリケーン 湘南ハートブレイク 流　れ　の　ま　ま　に

ｷｬｯとDＡNCＩＮ 嵐のマッチョマン と　な　り　の　ト　ト　バンボレオ 裸　の　ド　ー　シ　ヤ

赤　　　い　　　糸 さよならさよなら 恋したっていいじヤセい ピンクのバク ハンキーパ　ン　キ　ー

少年たちのように； あさいちばんはやいのは 輝　き　な　が　ち・‥ はれときどきぶた P．S．Ⅰ　ＬOVE YOU

元気なブロークンハ－ト 大きな輪をつくろう ラ　ッ　キ　ー・ラ　ブ 元気でドラゴン 恋とマ　シ　ン　ガ　ン

Ｓｏｓｏｔｔｅ 魔可不思議アドベンチャーセンチメンタル・カーニパル別　　　　　　　　　離 恋はﾀﾋﾁでｱﾚｱﾚｱ

愛・サ　タ　セ　ス キ　　ラ　　キ　　ラ　　許されない愛 奢　れ　る　　女　神 ｼﾞｬｽﾄﾗｲｸﾏｼﾞｯｸ

アメリカンフイーリング 秋　　　田　　　音　　頭誰かを愛するために ま　い　っ　た　ネ今夜 太陽のKomachiAngel

OH！POPSTAR シヤード・オプ・ラブ 一人の手 ダンセ 手のひらの私

ミュージカル 恋　の　　フ　　ー　　ガみ　ん　な　の　う　た イムニンアル 東京チャキチャキ気質

S H AK E 　H　I　P 白　　　　　　　　　　　センチメンタルカンガンルＡＬＢＥ 裸足でＤａｎｃｅ

ステイ・ウィズ・ミ- ラ　・　バ　　ン　　パ 遠　　　　　い　　　　　リゾラバ 夜にはぐれて

　　　　　昴 BＡＤ 星　空　のエトランゼ 香港 三女おさがり節

ス　キ　ッ　プ　旅　行 君の瞳にサマー・ウェーブT o k yｏ　　Gｉlrl スムーズ・クリ　ミ　ナル プライベートホテル

シ　ェ　イ　ク・イ　ッ　トSTＡＲ　LIGHT 時　　　　　　　　代 恋のﾛｯｸﾝﾛｰﾙｻｰｶｽ 彼女

ちょんまげマーチ サ　マ　ー　・　ラ　ブ あぁ　グッド あ　　き　　れ　　た　　 ムーンハイウェイ 

あめふりくまのこ Mａｒｉｏｎｅｔｔｅ ＢＬＯＯＤ　ＬＩＮＥ S　　Ａ　R　 A　　！ 世界が一番幸せな日

ばらのおとめの踊り テ　イ　ク・フ　ァ　イ　ﾊｯﾋﾟｰﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾄｩﾕ- 涙　　の　　太　陽 あ　－　夏　　体　　み

ラヴ・ミサイル　F1－11 君　　　だ　　　け　　　恋　の　レッツダンス 野に咲く花のようにＢ ＭMyＹｏｕｎｇｅｒ　Boyfriend

あなたとわたし 天国と地獄のギャロップ 青春Ⅱ Ｇｌｏｒｉａ 愛・オ　ー　ラ　ン　ド

タ　ワ　イ　河　マーチ 恋人はサンタクロース 東京カチート だってしょうがないじゃない 無敵　の　ビ　ー　ナ　ス



絶対パートⅡ 君がいるだけで 負けないで 青い夏まで゛待てない 夢は負けない

M r．パ　ラ　ダ　イ　ス 雨音 キャッチ あなただけを見つめてる しあわせの涙

おとるボンポコリン 哀愁のアラリア 密林ビート Cｒａｚｙ　Ｆｏｒ　Ｙｏｕお顧いHEAVＥＮ 

ウォー・ウォ－・ニーニー ダウダヒア チヨット 決心 LADY BOY

バ　　　カ　　　ン　　　スゆきあい坂 夜のどん帳 ゴー・ウェスト 魂をコンドルにのせて

さよなら人類 花のように鳥のように がじゃいも Silver and Gold dａｎｃｅe カモン！カラオケ

ふたりだけのクリスマス カリビアンブルー スピード 抱きしめて 針切じいきんのﾛｹﾝﾛｰﾙ

サイレントイヴ ハッピーハッピータ゜ンスシャンプー BOVB　Ａ　ＨＥＡＤ！ はればれ

サーフィンUSSR ずっと遠くから ディーバーアンドディーバ冬の稲妻 腕に虹だけ

木綿のハンスチーフ ジェラシーインラブ 青年よ大志を抱け 夢づくり 情熱

夜来香 あんたが大将92 なにがなんでも もう君を離さない CRAZY GONA CRAZY

ソカダンス ブラザーＪＯ 階． 以心伝心しよう カメライフ

コーヒーダンドット ふたり ハウメニーラブ いつまでも好きでいたくて 輝いた季節へ旅立とう

トン　ソロゴト かえるのルンバ カムバックトゥーサナダ ｵｰﾙ･ｻﾞｯﾂ･ｼｰ・ウｫﾝﾂ ﾙﾅｼｰな気分にひかれてる

ネクスト　トゥー　ユ・ レッツオンドアゲイン 涙のバケーション GAMBAらなくちゃね ススメ

パンキエロ 東京ウキウキ天国ブギ 慟哭 惜春通り そばにいられたなら

ベイビーユー マイセレナーデ いっか風になって だまってないで シンクロナイズド・ラブ

ラブ＆アメリカンダラース 怪人ＪＩＪＹ面相 私の夏 ピコーズ・オプ・ラヴ 人生変えちゃう夏かもね

キスしてロンリネス シュラバラバンバ 心凍らせて 一夜-代に夢見頃 晴れわたる町で

てなもんだ人生 STOP　MOTION 夢の時間 ピリオド 愛の戦士

天の子守歌 風の旅人 ペイビーリップス BLUE ROSE 傷つけてﾌﾟﾚｼｬｽﾗﾌﾞ

トゥモロー こころ前線 結挿しようね　　： 世世世（ユーユーﾕ一 THEENDOFTHEWORLD

プリーズドントユークライ ＢＬＯＷＩＮ 緒婚ワルツ　′ 愛が生まれた日 ﾌﾞﾝﾌﾞﾅﾋﾞｰﾄ阿波踊り

ぎやぽやできない ＨＯＵＳＥおまんた囃子 天使のジェラシー 北街角 水の星座

愛は勝つ ざっくばらん 東京バーニングタウン ザ・サイン MONKYMAGIC　

通りゃんせ ＴＯＯ　ＬＵＣＫＹ 生きてるよ 純愛ラプソディー TOMORROW

北風びゅうぴゅう 抱いてあげる TO BE FREE 空と君の問に 空へ

ギンギラバラダイス 五月雨 CRY CRY ﾄｳｨﾝｸﾙﾄｳｨﾝｸﾙ S ha－L a－L a

クエロ　ソノ 南風のジブシー 日本 TOKYO GO！ マンビーのG★S POT

シャララ ビリーブミー ミディアス 違う！そうじゃない 風になりたい

夢より遠くへ 朝まで踊ろう 赤い花 ホレホレハレハレ ペサメムーチョ

カンボ節 アイフィールダウン 白夜抄 ﾏﾘｱのように抱きしめてくれDIVE YOUR PARADISE

夢をみつめて 月の涙マンボリン カッパの三平 みんなのフレポ ぜったい　きっと　好き

すいみん不足 星屑のパラダイス ロックンロール県庁所在地夢見るｼｬﾝｿﾝ人形 もっとうまく好きと言えたなら

さよならだけど～じゃない 君と歩いてく クロスロード 逢いたいうちが華だから 風の結人

好き マンボマンボ ふたりのオルケスタ クレイジー・ラブ CRAZY FUNKY DOWN

東京ラッシャイ もう涙はいらない KISS KISS 勝利の歌 SILENT LOVER

夏祭り 秋刀魚の唄 グッドデイイング それを恋人と呼べば JIVE INTO THE NIGHT

ラブストーリーは突然に 白いスニーカー バラ色のハンカチ バッシング・ラブ TAKE OFF

愛より青い海 夢がモリモリ 夫婦漫才 春よ、来い 冒険者たち

想い出の九十九里浜 もう恋なんてしない エロティカセブン パンのマーチ 間違えないでおくんなさい

涙くんさよなら ＷＯＷＷＯＷ 東京 Funky Gutsman！ まっすぐ見つめたい

ハイハイハイ 地球のうた 歌ってよ夕陽の歌を 冬の散歩道 雪次郎鶴

へんなの とっておきの季節 サボテンの花 BORN TO BEWILD So　Ｉｎ　Ｌｏｖｅ



マケドニア賛歌 君だけに夢をもう一度 ある日突然 HAI HAI HAI 遅すぎた季節

ラビン　ユー ボンジュールクク 白い色は恋人の色 満月 たいたいずくし

EＶEＸ 晴れたらいいな 僕のラテラ KISSで女は薔薇になる でもさよならは言えない

エゴダンス ウスクダラ マンビー人生 悲しみよ一粒の涙も くばの木の下で

しんじん ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾙの頃には メイク・アップ・シャトゥくちづけの予感 いっのまにか君を

スウィートラプ ああ富士山 ジェエリーエンジェル SWEET SILENCE 愛をCooking

好きになってゴメンネ がんばれ 絶唱カラオケマンの歌 DO－して 人・生・不・思・議

ど－にもとまらない 東京バラダイス どんな時でもﾎｰﾙﾄﾞﾐｰﾀｲﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱイムゴナゲｯﾄユー 原始女ほ太陽だった

ハッピーの条件 さよなら文明 君にトライ　アゲイン アイム　ミｯｼﾝ ﾕｰ 空を見なよ

無礼者91 シルクロードの子守唄 私が育った町 ゴｯﾄﾞ ﾌﾞﾚｽ ﾕｰ LOVE PHANTOM

愛のコリーダ90 家に帰ろう EZ DO DANCE 恋ってそんなもの オキナワ・ラティーナ

グットビート 巡恋歌 ごめんね大場 シュリーモンシェリー Close Your Eyes

ジジイ ムーンタ゜゛ンサー 島田のプンブン 時の旅人 ｱｷﾗのジーンときちゃうぜ

バージンムーン 千年彷徨人 じゃんだらりん MOVEYOURBODYBABY STOP THE MUSIC

パパの敬 世界で一番近くにいて カナディアンアコーディオンAINT NOBODY よさこいワンダーランド

二人静 あしたもともだち シェイク　ユア　ハンド 恋しさとせつなさと心強さをスウィートクリスマス

蒙古草原物語 急げタクシー クリスマスラヴ 愛しのＣＯＬＯＲ　ＧＩＲＬやったね音頭

ローザ 愛の回帰線 男 13月の雨 南の鳥のハメハメハ

夜空の誓い 輝きください 幸せの探し方 幸せをつかみたい なんで

ありがとうじゃんけん 早春賦 咲き誇れ愛しさよ パバラギの詩 l　Say Hello

卒業 劇場の前 抱きしめてサンバナイト デンパザールムーン あざみの歌

想いのままに だいすき 黒の舟唄 めぐり逢い US

太陽が燃えている まちぶせ FLOWE ＆ RFLOWER             Give me love/Give you love        ADDICTED TO YOU

手と手をつなごう 夜の無言 Blood On The Dance Floor 　　GRACE OF MY HEART                 憧れのハワイ航路　　　　　

TOKYO LOVE ラサンシャイン ぼくがつくった愛のうた       少年                              大阪ドドンパ　　　　　　　

夜明けの伝言 ＬＡ　ＬＥ　ＬＡ 美幸のお願い数え唄           スキャットマンボ                  Eternal Message　　　　　

ドキドキ リトルインディア ミラクル・ボディにご用心     チャイナタウン                    Ｓ・Ｏ・Ｓ　　　　　　　

アヴィヤンガ 愛について ラヴイズアワンダフルシン電話                              お座敷小唄　　　

そよ風のおくりもの                        ありがとう                        LOVEISTHEFINALLIBERT    　      テンプルオブラブ ガイ・イズ・ア・ガイ①

逢いたくてしかたない　　                        アンバランス                      リンリンさせて 恋はドーン    東京の夜は短くて                  ガイ・イズ・ア・ガイ②

愛の言霊 美しき大地よ                      ロックリバーへ               二輪草                            ギヴ・ア・リトル・ラヴ

熱くなれ ウルトラリラックス                ＯＮＥ           HAPPY DANCE①                     北の恋祭り　　　　　　

狐の手袋 エブリバディ・ジャム              昴（障害） HAPPY DANCE②                     Crazy Beat Goes On!　　

ゲゲゲの鬼太郎　                               おきゃん                          愛情物語               　　 Paraiso azul fantasia             恋のメキシカンロック   

ＧＯＩＮＧ　ＨＩＳＴＯＲＹ　                 葛飾ラプソディー                  愛のしるし             　　 ブラジル人イン・トーキョー      心の破片（かけら）　　　

このまちだいすき　　                         くしゃみ                          息もできない           　　 Ｆｒｅｅｄｏｍ                    SOMETHINGBOUTTHEKIS　

ゴンドラの唄　　　                           ＧＥＴ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ        ウキウキパラダイス     　　ふわふわ　ふるる                  Sunday Morning Lovers　　

ＳＷＥＥＴ　ＣＲＩＳＴＭＡＳ               　恋はあせらず                      嘘も本気なﾋﾟｭｱなﾊｰﾄ ＰＥＰＳＩＭＡＮ                  SHAーLAーLAーLAーLA　

ＳＣＡＴＭＡＮ　                 ココ・ジャンボ                    神戸物語               　　 ヘブン                            純情行進曲　　　　　

素敵なランデブー　　                         Ｇｏ！Ｇｏ！Ｈｅａｖｅｎ          カサブランカ・グッバイ     ＨＯＴ　ＬＩＭＩＴ                情熱の一夜　　　　　

千里サンバ これがわたしの生きる道            悲しき口笛                 ファンタジア                      じょんがら別れ唄　　

空もとべるはず　                             ＺＩＰＡＮＧ                      彼女と私の事情             ＭＡＲＩＡ                        都会の雀　　　　　　

小さくたってでっかいぞ                 　ＳＰＥＥＤ                        君の歌になろう　　　　　　 真夏の夜の２３時                  dream a dream　　　

痛快ウキウキ通り　                           　惜別の唄                          SUNNY DAY HOLIDAY 未来へ                            Hungry Spider　　　



ドゥビドゥビ　　                              空                                サヨナラ　　　　　　　　　 夕焼けが泣いている Ｂｙｅ－Ｂｙｅ     

遠回りの純情　                             　ダイナマイト                      上海ボレロ　　　　　　　　 夢のヒヨコ ５．６．７．８　　

ドキドキ　                           ときめきをさがして                JOURNEY MAN                ロックイットダウン                本気でオンリーユー

トラ・トラ・トラ　                   ときめきダンディ・ダディダ        SHAPE UP LOVE              私はカリオカ                      ひとりのうた　　　

ＤＲＥＡＭＩＮＧ　ＧＩＲＬ　         ＤＯＭＩＮＯ                      雪・月・花　　　　　　　　 ＹＵＲＡＹＵＲＡ HE LOVES IN YOU　　

ピープル・オブ・ザ・ナイトＮＡＴＵＲＡＬ                    ＳＯＦＡ　　　　　　　　　 丘を越えて（障害） 毎日がパラダイス　

Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ                   涙                                ＳＯ　ＲＥＡＬ　　　　　　 丘を越えてＢ 夢なら醒めてよ　　

プライマル　                         ピ　ピカソ                        ＴＩＭＩＮＧ　　　　　　　 アモーレ・アモーレ　　　　You’ll be allright

星形のペンダス ＢＥ　ＭＹ　ＢＡＢＹ              TEENAGER イエローマン　　　　 LIVIN LA VIDA LOCA 

惚れて候 ＦＯＲ　ＥＶＥＲ　ＬＯＶＥ        てゆーかハリケーン　　　　 ＹＥＳ　　　        川の流れのように（障害）

ｂａｂｙ ｐｏｒｔａｂｌｅ ｒｏｃｋ  　盆踊り　ガンバレガンバレ        津軽平野　　　　　　　　　 Winter Lovers       ｼﾞｴﾝﾄﾞｵﾌﾞｻﾞﾜｰﾙﾄﾞ障害

ペチカ　                              マリーナ                          ネッ！                     歌紡ぎの小夜曲　　　 愛情　　　　　　　　　　　　　

マンモスチャンス　                    メロディ                          謎　　　　　　　　　　　　 お台場ﾑｰﾝﾗｲﾄｾﾚﾅｰﾃﾞ アポロ                      

優しい関係　                          予感 …ｈａｊｉｍａ　　　　　　　ウルトラマンボ　ウーッ！  雨のメロディー　　　　　　　

夢見る少女じゃいられない              ラブサムバディー                  ひとりぼっちのクリスマス    君よ　振り向くな          アメリカ橋　　　　　　　　　

ラストシーン　                        リトル・ビット                    ＦＩＲＥ　ＦＩＲＥ　　　　       傘　　　　　　　　　 ありがとう　　　　　　　　　

Ａｆｔｅｒ９ 輪になって踊ろう Face the change            数え足りない夜の足音　　　ＷＡＩＴ＆ＳＥＥ　　　　　

イケイケ池袋 一杯のコーヒーから フジヤマ　ママ　　　　　　 君，微笑んだ夜　　　　　　想い出カフェオレ　　　　　

踊やびらトゥルルンテン ACTION　AtoZ                 Ｐｒｏｍｉｓｅ　　　　　　 氷のように微笑んで　　　　恋酒場　　　　　　　　　　

北ものがたり アジアン・ボーイ             ヘロン　　　　　　　　　　 ＣＯＳＭＩＣ　ＬＯＶＥ    シャボン玉フワリ　　　　　

ぎんいろのこねずみちゃん あなたは美しい            　 マダズール　　　　　　　　 Someday Someplace     SHADOW OF DESIRE  　　　

十八鳴浜 いつだってYELL               Moonlight Prelude          SHOW ME×SHOW ME      JAMP SISTA JAMP MISTA   

くちづけは永遠に終わらないインザハートオブザナイト夢の中で 人生はショータイム　　 ＳＮＯＷ　ＤＡＮＣＥ　

クリスマス音頭 稲妻娘                　　　 ユー・ネバー・ノウ          始発電車　　　　　　 ターザン＆ジェーン　　

口笛ふいて 風のように空のように         大和撫子花吹雪　　　　　　 すてきなコレクション　 ＤＡＮＣＥ＆ＣＨＡＮＣＥ　

激情　　 硝子の少年                   夕焼けレッドで帰りましょう ストロボ　　　　　　　 Chu Chuは恋の合言葉　　　 

恋のジャックナイフ かわいいひと                 Ｌｏｖｅ　Ａｆａｉｒｅ だんご３兄弟　　　　　 ちょこっとラブ　　　　　　

”ｓｈａｋｅ” キミのカオ                   Ｌｏｖｅ　Ａｇａｉｎ　　　 だから京都            ＴＳＵＮＡＭＩ　　　　　　

Ｓｅｖｅｎｔｉｅｓ 幸せな結末                 　 ＲＵＮＮＥＲ 津軽の花　　　　　　　 ノラ　　　　　　　　　　　

旅人 ＪＵＮＣ　ＢＯＹ             Wonderful Life             ＴＥＮＪＩＫＵへ行こう ノー・リグレッツ　　　　　

チェリー SEASIDEWOMENBLUES                ン・パカマーチ フレンズ　　　　　　　 春遠からじ　　　　　　　　

月と太陽のめぐり 空のオカリナ                  朝の光がまぶしい時は              冬のうた       　　　　 ＰＲＡＹ　　　　　　

To Love You More 旅立ちの時 　　　　　　　　　嵐の中で                          ブギウギ時代　　　　　 BLOEUP A-GOーGO  　　

つんつん津軽 魂のルフラン                 雨の御堂筋                        Break In2 The Night   ＨＥＡＶＥＮ

手のひらの星屑 トゥゲザー&フォーエバー      大阪マンボ                        Ｐｏｗｄｅｌ　Ｖｅｉｌ マシマロ　　　　　　　　　

田園 TOUJOURS L’AMORE            Ｗｉｎｇ                          Ｌｏｖｅ　Ｉｍｐａｃｔ マンボＮＯ．５　　　　

独裁 出逢った頃のように           anybody’s game                      ムサシ　　　　　　　 ＭＡＭＭＡ　ＭＩＡ　　

ドミニク 名古屋のひとよ               ｅｍｂｒａｃｅ                    横濱セレナーデ　　　　 むすばれたいの        

ともだちのサンバ 渚にまつわるｴﾄｾﾄﾗ 桶屋の八つぁん                    Ｌｅｔ　ｍｅ　ｇｏ！  Mucho Mambo           

Pefumes Of Paradise 涙の天使に微笑みを           大波小波Rock’n Roll              Respect the Power of Love夜明け                

HIT THE CONGA 葉桜 俺らはハイハイハイ                ＷＩＬＤ　ＬＵＳＨ        リズムとルール　　　　

Feel me,See me,Hold me バブルバスガール　　         恋をするなら                      わたしの歌を聴いてほしい  RHYTHM DIVINE　　　　　

琵琶湖周航の歌 ひまわり                     Kiss in the SUN                   ＷＩＲＥＤ ＬＯＶＥ２０００　　　　

ＢＲＥＡＫ　ＯＵＴ V・A・C・A・T・I・O・N       スパイスアップユアライフ          Ｅｙｅｓ Ｏｎ Ｍｅ　　　　　ワンス・ユー・ポップ 



あざみの歌（障害） ＳＯＳ ハリケーン ムカシ Believe

Ｂ　ＯＲＩＧＩＮＡＬ さくら　 黄昏のルンバ ムーンライト・シャドウ 新世界

アラレパラレ Ｉ　ＮＥＥＤ　ＴＯ　ＫＮＯＷコーヒーをいれたから ｍａｋｅ　ｍｙ　ｄａｙ ドラえもんのうた

とにかく無性に I'm here saying nothing ムーンライト ＭＯＴＯＫＡＮＯ しあわせになろうよ

ハッピーサマ-ウェディング in the name of love　 So Tell Me もらい泣き 瞳をとじて

ＢＲＥＡＫ　ＡＬＬ　ＤＡＹＳＵＫＩＹＡＫＩ　　　 BOOM ＬＯＶＩＮ　ＹＯＵ 桜(河口)

月夜の恋人たち 女の純情　　 SAKURAﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ Ｒｉｂｏｎ 哀愁の町に霧が降る

ﾉ･ﾒ･ﾃﾞﾍｽ･ﾃﾞ･ｹﾚｰﾙ GARDEN　　　 Feel Fine 世界に一つだけの花 アンジェラス

blue. Ｔａｄａ　　　 亜麻色の髪の乙女 地上の星 オシャナー恋歌

星になった人 ULTRA SOUL　 桜景 またあえる日まで 買物ブギ-

夢ひとすじ ＨＩＰＰＩＥＳ　INＴＨＥ　桜景(福祉) 雨のち晴れ 愛よ愛よ

ﾎﾃﾙﾊﾟｼﾌｨｯｸ 青春の傷み 見上げてごらん夜の星を　ありがとね！ 君こそスターだ

恋の呪文はシャンガラン ＳＴＡＮＤ　ＵＰ　 愛のうた おもいで宝箱 君にBUMP

ほろ酔い恋唄 ＤＥＥＰ　ＤＥＥＰ 証 ＯＨ　ＭＹ　ＳＩＳＴＥＲ 最初から今まで

男ざかり ドミノ Every Body Dance がむしゃら凸凹大レース THE LOVE BUG

迷路 太陽の人 大きな古時計 ガリガリ君 JUST A LITTLE WHITE

エスケイプ  ローデット 飾りじゃないのよ涙は 銀の龍の背に乗って SISTER

東京ブギウギ 蒼き海の道 月光浴 恋するふたり 人生の贈り物

山田君 ＢＥＳＴ　ＦＲＩＥＮＤＳＧＥＴ　ＴＨＥ　ＰＡＲＴＹ恋のフーガ 鈴の音山川

有線よありがとう Plastic Soul　 ＴＨＥ　ＨＥＡＴ 恋人は南風 ZUNGZUNGﾌｧﾝｷｰﾐｭｰｼﾞｯｸ

この素晴らしき世界 波乗りジョニー　 おさい銭 Ｊ 大胆にいきましょう

ﾄﾞｩｰﾋﾞｰﾃﾞｨｰﾎﾞｰｲ 市場へ行こう　 ＴＨＥ　美学 島唄 トキシック

ＶＡＮＰＩＲＥ アゲハ蝶 四季のさくら Ｓｈｉｎｅ　Ｗｅ　Ａｒｅ TOFU

恋の媚薬 ストンプ ＳＴＲＡＷＢＥＲＲＹ ＳＥＸ空に唄えば 浪花いろは節

ChocochipCookieBlack Ｇｉｒｌｓ　Ｎｉｇｈｔ セピア色の雨 大連の街から 母の高山子守唄

CHACHA CUBA 泣かないで 　　　　　　 東京宵町草 ＣｈｏｏＣｈｏｏ　Train 人とコウモリ

ブギウギＮｏ．5 星空のトーキョー Don't Stop The Music 鳥よ 二人のムラサキ東京

リアリティー 酔っぱらっちゃった 七色の風 涙の海で抱かれたい マッケンサンバⅡ

Simply Wonderful 風の封印　　　　　 hard to say ナンクルナイサ 僕が一番欲しかったもの

Hiho 哀愁エリア ハミングバード ＮＯＣＴＵＲＮＥ　Ｎｏ． MICKEY

ｻｳﾀﾞｰｼﾞ ソーインラヴウィズユー ＶＡＬＥＮＴＩ Ｂｙｅ　Ｂｙｅ　横浜 道

出張物語 あいつ ひまわり ＢＡ-ＬＡ-ＢＡ-ＬＡ-ＤＡ 忘れないで

くらくら       めくれたオレンジ ふりむかないで ＢＯＹ’Ｓ　ＨＥＡＲＴ 福祉レクダンス

青い山脈 in my poket ベストガールフレンド ムグンファの花 世界の約束

青い山脈（障害） いつも何度でも またあう日まで ＲＥＥＷＩＮＤ！ ＨＡＴＴＯＲＩ

365歩のマーチ障害 波乗りジョニー障害 You Rock My World ラブリィ 愛されたいだけさ

君恋し（障害） POP 夢ひとり ロックンロールトゥモロー 愛と欲望の日々

宵待草（障害） 白い恋人たち　　　　　　　ヨイショ さくら 浅草パラダイス

木を植えよう（障害） さよならとは言わないで 六本木心中 島唄 ＊～アスタリスク～

花（障害 ＴＲＡＶＥＬＩＮＧ 忘れないで 津軽のふるさと WANT ME WANT ME

うららかに Are You OK? One Night Carnival ふたつ星 思いが重なるその前に

横浜ものがたり 風のタンゴ　　 大きな古時計(福祉) 千の風になって オモカゲ

ＭＵＳＩＣ 冒険者たち 風になる kizuna ＧＩＲＬＳ　ＴＡＬＫ

She　Bangs ムネノコドウ この街 全ては僕の力になる CRY MOON



ＤｉｓＣｏＮｅｃｔｉｏｎ ものがたりは銀座 SAYONARA SAYONARA わきあいあい ケツメンサンバ

ＬＯＶＥ　ＯR　ＬＵＳＴ 二三子の鉄砲節 たそがれマイラブ゛ ナナコロビ ココロツタエ

青い空 愛アリガトウ 瑠璃色の地球 やさしいキスをして さくら

お祭りマンボ あんたの花道　 愛のナースカーニバル MISS YOU THE SPEED STAR

恋愛リボリューション21 月の下で逢いましょう あ．やるときゃやらなきゃ会いたい 白い世界

Ａｍｐｌｏｕｄ GO AHEAD ウォーキングマーチ 江戸ポルカ 遭難

モルゲンローテの丘 演歌はいいね オール　ザ・シングス・シーりんごのうた ただ愛のためにだけ

青い空 志摩半島　 ＣＯＬＯＲＳ KISS 月のワルツ

ﾎﾞｸの背中には羽根がある　 LADY MARMALADE 君 琉STYLE 天才ＬＥＴＳＧＯあやヤム

ｃａｎ　ｙｏｕ　ｋｅｅｐ　ａ　ｓｅｃｒｅｔきよしのズントコ節(福祉) さくら ええねん ﾅｷﾑｼのうた

みんな夢のなか イムジン河 Ｓｈｉｎｅ　Ｍｏｒｅ 気まぐれ道中 ＮＯ　ＭＯＲＥ　ＣＲＹ

TAKE ON ME　　 ILLUMINANT(福祉) Ｔｉｍｅ　Ａｆｔｅｒ　Ｔｉｍｅスベイン坂 初恋列車

Gang　　　 涙そうそう Ｄｏｕｂｌｅ　ＴｒｏｕｂｌｅMEAGAINSTTHEMUSIC ハッスル音頭

大井追っかけ音次郎 明日の風　 地球ブルース～337～ ｽﾛｳ ハピネス

明日があるさ Deares(福祉) Ｔ.Ｔ.Ｔ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾗｲﾌ ＨＥＲＥ　ＡＬＯＮＥ

逢いたくて逢いたくて おさかな天国　 隣の部屋 まっ白 盆ダンス

コーヒールンバ　 シアワセを探して 嘆きのメロディー いっさいがっさい ﾏｨﾌﾟﾘﾛｶﾞﾃｨﾌﾞ

炎のように火のように ラブランド　アイランド ねぶた節 涙のﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ 魅惑のワルツ

よこはま詩集　　 キラキラ　 はじまりの合図 JUPITER 夢で逢えたら

ｌｏｖｅ　ｐａｒａｄｉｓｅ　PARAISO ＢＡＣＫ　ＢＬＯＣＫＳ ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ･ﾖｺﾊﾏ ライジング

星のフラメンコ WHENEVER WHEREVER ブギトレイン03 みんないい女 ＬＯＮＬＹ　ＷＯＭＥＭ

オムレツの舞踏曲 ロシアンルーレット 冬蛍 笑 ありのうた

ＴＯＧＥＴＨＥＲ かざぐるま ＢＯＨＢＯ　ＮＯ5 さんぽ   (障害) 切手のないおくりもの障

ねぶた 仮面 水のまどろみ 津軽じょんがら節 何日君再来（障害）

ひとつしかない地球 ＧＯＧＯ　ＡＳＡXXA メヌエット 浜辺の歌 (障害) Oh My Love

愛の種 恋に落ちたら　 夢ゆらら 浜辺の歌 (高齢) ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ

朝まで踊ろう 恋のブチアゲ天国 ＬＩＢＥＲＴＹＷＩＮＧＳ一週間 (障害) 夜のカメリア

あなたとならば 三度目の夏子　 蓮花 ムスタファ  (障害) ハングアップ

ＩＫＥ　ＩＫＥ 幸せハッピー 面影の都 ゴンドラの唄(障害) I Rhythm

淡き恋人 ＳＭＩＬＹ ドラえもんのうた 島唄  (障害) ｱﾏﾗﾝﾀｲﾝ

お願いセニョリータ はじまりのうた ビリーヴ 浜千鳥 (障害) 荒城の月(障害)

海岸物語 ひまわりのラプソディー みんなともだち 愛燦燦 (障害) 東京ラプソディー(障害)

POPSTAR ふりかけのうた 早春賦（障害） 早春賦（高齢・一般） リンゴの唄(障害)

花   (障害) 花   (高齢・一般)
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