
演奏順 出演者 曲  名 作曲者 　編曲者 出演時刻

希望 いずみたく 間中　勘

クワイ河マーチ
K.アルフォード、
M.アーノルド

森本恵夫

国境の町 阿部武雄 浅田道一

モルダウ スメタナ 浅田道一

トップ・オブ・ザ・
ワールド

R.Carpenter &
J.Bettis

松岡郁子

雷神 J.P.Sousa 松岡郁子

4 角野まゆみ パリのお嬢さん P.Durand 小林忠夫 11:27

5 井上　文 ナイト・アンド・デイ コールポーター 徳永延生 11:32

6 福田　勝 荒城の月 幻想的変奏曲 滝　廉太郎 佐藤秀廊 11:37

7 中村淑子 アイ・ラブ・ユー 尾崎　豊 徳永延生 11:42

8 梶田郁子 ｢青葉の笛｣ 幻想曲 田村虎蔵 佐藤秀廊 11:47

9 和田惟男 ラ・クンパルシータ G.M.ロドリゲス 間中　勘 11:52

セレソ・ローサ L.レオナルデ 白鳥達夫

チャンチキおけさ 長津義司 宇佐美　進

銀座の恋の物語 鏑木　創 村上浩一

コンドルは飛んで行く
D.Robles &
J.Milchberg

ーーー

リリー・マルレーン～
アイーダより｢大行進曲｣

G.ヴェルディ、他 小澤邦夫

旅立ちの日に 坂本浩美 斎藤寿孝

里の秋 海沼　実 後藤貞男

川の流れのように 見岳　章 後藤貞男

14 木谷五十一 宵待草 多　忠亮 森本恵夫 12:33

15 東本洋一 荒城の月 幻想的変奏曲 滝　廉太郎 佐藤秀廊 12:38

16 宮本道子 夕やけ小やけ 変奏曲 草川　信 佐藤秀廊 12:43

17 藤原康子 ジェラシー J.ガーデ 加藤修成 12:48

18 鐘ヶ江義行 瞼の母 沢しげと 鐘ヶ江義行 12:53

舟唄 浜　圭介 津田佳世子

小雨降る径 H.Himmer 岩崎重昭　

20 丸山茂生 津軽海峡冬景色 三木たかし 小林忠夫 13:07

21 喜多創平 舟唄 浜　圭介 村上浩一 13:12

22 ゴンジー松本 シャンソン・ド・パリ
ユベール・
ジロー、他

佐藤秀廊 13:17

12:58

鳰(かいつぶり)
ハーモニカクラブ

12:15

和歌山ハーモニカ
クラブ

12:06

山麓ハーモニカ
クラブ・生駒

伊丹ハーモニカフープ 11:18

10 ＪＩＡＮ(ジアン)

11

12

13

19 洛水ハーモニカ同好会

12:24

3
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11:57

1 淡海ハーモニカクラブ 11:00

2
グッドフェロウズ・
ハーモニカクラブ

11:09
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23 横井久子 アラビアを行く 佐藤秀廊 佐藤秀廊 13:22

24 西本豪介 タイスの瞑想曲 マスネー ーーー 13:27

25 髙阪他美子 夢のタンゴ V.マルデレン 村上浩一 13:32

26 村上浩一 タンゴ 南部の郷愁 山賀　昭 村上浩一 13:37

涙そうそう BEGIN 斎藤寿孝

島人ぬ宝 BEGIN 斎藤寿孝

28 羽原伸示 ｢出船｣ 夜想曲 杉山長谷夫 佐藤秀廊 13:51

29 宮下れい子 別れの曲 ショパン 佐藤秀廊 13:56

30 高橋睦世 無法松の一生 古賀政男 村上浩一 14:01

31 椰の葉 花のメルヘン 敏　トシ 岩崎重昭　 14:06

月の沙漠 佐々木すぐる 間中　勘

ラ・クンパルシータ G.M.ロドリゲス 白鳥達夫

星のフラメンコ 浜口庫之助 村上浩一

カルメンシルバ イヴァノヴィッチ 岩崎重昭　

涙そうそう BEGIN 村上浩一

クワイ河マーチ
K.アルフォード、
M.アーノルド

村上浩一

ドナ・ドナ セクンダ 村上浩一

少年時代
井上陽水、
平井夏美

村上浩一

鬼灯（ほおずき） 徳久広司 村上浩一

花笠道中 米山正夫 村上浩一

美中の美 J.P.スーザ 村上浩一

ビリーブ 杉本竜一 村上浩一

柿の木坂の家 船村　徹 宇佐美　進

月の法善寺横丁 飯田景応 ーーー

波路はるかに
H.Tobias &
P.Wenrich

岩崎重昭　

白いブランコ 菅原　進 宇佐美　進

40 立石みつ子 ラ・クンパルシータ G.M.ロドリゲス 寺村安雄 15:23

41 井岡榮子 恋心 E.マシアス 加藤修成 15:28

42 竹本雅英 旅愁の夢 オードウェイ 佐藤秀廊 15:33

43 田中芳子 セ・シ・ボン H.Betti 寺村安雄 15:38

44 源馬惠子 ｢出船｣ 夜想曲 杉山長谷夫 佐藤秀廊 15:43

北へ 叶　弦大 宇佐美　進

湖畔の宿 服部良一 宇佐美　進

38
ヤンタン狭山
ハーモニカクラブ

15:05

39 アンサンブル コモード 15:14

45
ココプラザ
公開レッスン教室

15:48

36
尼崎ハーモニカ
エコーズ

14:47

37 垂水ハーモニカ友の会 14:56

27
寝屋川ハーモニカ
アンサンブル

34 ハーモニカサロン御影 14:29

35
ＮＨＫ神戸マリーン
ハーモニー

14:38

32 ポコ・ファミリーズ 14:11

33 パールエコーズ北神戸 14:20

13:42
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真夜中のギター 川村利夫 ーーー

夜来香 黎錦光　 ーーー

となりのトトロより
「さんぽ」

久石　譲 斎藤寿孝

クワイ河マーチ
K.アルフォード、
M.アーノルド

村上浩一

48 松下　賢 春の海 宮城道雄 村上浩一 16:15

49 柿本壽彦 タンゴ 黒い瞳 G.フィリッピニ 村上浩一 16:20

50 中谷信子 誰か故郷を想わざる 古賀政男 村上浩一 16:25

51 柴田正之 ｢青葉の笛｣ 幻想曲 田村虎蔵 佐藤秀廊 16:30

ビリーブ 杉本竜一 船津主税

愛の讃歌 M.モノ 間中　勘

ラストダンスは私に
D.ポーマス、
M.シューマン

大内友哉

リベルタンゴ A.ピアソラ 大内友哉

あこがれの郵便馬車 古関裕而 木村正義

百万本のバラ
(ｼｮｰﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ)

R.パウルス 斎藤寿孝

55 寺村安雄
古関裕而への
エールソング

古関裕而 寺村安雄 17:02

56 新家　徹 コンドルは飛んで行く
D.Robles &
J.Milchberg

岩崎重昭 17:07

57 大西重子 みだれ髪 船村　徹 ーーー 17:12

58 小川ふじ子 枯葉 ヨセフ・コスマ 寺村安雄 17:17

59 青木鈴子 ｢落葉松｣ に寄せて 長村金二 佐藤秀廊 17:22

60 源馬英人 パリの空の下 ユベール・ジロー 小林忠夫 17:27

61 小河由美 アンコ椿は恋の花 市川昭介 大石昌美 17:32

54 くらわんかカルテット 16:53

52
わかくさハーモニカ
アンサンブル

16:35

53
ハーモニカ・
ソサエティ
with You

16:44

46
奈良ウェルネス
ハーモニカ倶楽部

15:57

47 枚方ハーモニカ同好会 16:06
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