
平成 西暦 日本レコード大賞/日本有線大賞

選抜高校野球　入場行進曲

平成の名曲　・　洋楽ランク３

1 1989 淋しい熱帯魚 Ｗｉｎｋ Diamonds
プリンセスプリ
ンセス

川の流れのように 美空ひばり

　Diamonds
プリンセスプリ
ンセス

世界で一番熱い夏
プリンセスプリ
ンセス

風の盆恋歌 石川さゆり

パラダイス銀河 光ＧＥＮＧＩ とんぼ 長渕剛 男の情話 坂本冬美
川の流れのように 美空ひばり 太陽がいっぱい 光ＧＥＮＧＩ ふりむけばヨコハマ まるしあ

未来予想図Ⅱ
プリンセスプリ
ンセス

愛が止まらない Ｗｉｎｋ Diamonds
プリンセスプリ
ンセス

Ｍ 沢田知可子 友禅流し 牧村三枝子

トウギャザーフォーエバー
リック・アスト
リ

雨酒場 香西かおり

胸いっぱいの愛 バンクルス 河内おとこ節 中村美津子

リズム・ネイション
ジャネット・
ジャクソン

野郎たちの挽歌
堀内孝雄
チョーヨンビル

シングル・アゲイン 竹内まりや

2 1990 恋歌綴り　（＆　有線大賞） 堀内孝雄　 おどるポンポコリン BBクィーンズ 花束（ブーケ） 八代亜紀
おどるポンポコリン BBクィーンズ 浪漫飛行 米米ＣＬＵＢ 暗夜航路 金蓮子

約束 相川恵理 今すぐＫｉｓｓ　Ｍｅ
ＬＩＮＤＢＥＲ
Ｇ

命の花 おおつきみやこ

会いたい 沢田知可子 さよなら人類 たま 酔歌 吉幾三

少年時代 井上陽水 ＯＨ　ＹＥＡＨ！
プリンセスプリ
ンセス

小樽運河 都はるみ

浪漫飛行 米米ＣＬＵＢ ＧＲＥＥＮ 堀内勝美 能登はいらんかいね 坂本冬美
愛は勝つ ＫＡＮ クリスマスイブ 山下達郎 千年の古都 都はるみ

真夏の果実
サザンオールス
ターズ

忍ぶ雨 伍代夏子

壊れかけのＲａｄｉｏ 徳永英明 愛は勝つ ＫＡＮ
夏祭り jitterin'jinn 少年時代 井上陽水

ユー・キャント・タッチ・
ディス

ＭＣハマー 壊れかけのＲａｄｉｏ 徳永英明

エヴリバディ・ダンス・ナウ
Ｃ＋Ｃミュジッ
クファクトリー

ヴォーグ マドンナ

3 1991 北の大地 北島三郎 ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 雪割草 原田裕理

愛は勝つ ＫＡＮ ＳＡＹ　ＹＥＳ
ＣＨＡＧＥ＆Ａ
ＳＫＡ

火の国の女 坂本冬美

　流恋草 香西かおり 愛は勝つ ＫＡＮ 流恋草 香西かおり
おどるポンポコリン BBクィーンズ どんなときにも 槇原敬之 恋挽歌 伍代夏子

Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵ 尾崎豊 はじまりはいつも雨 ＡＳＫＡ Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵ 尾崎豊
ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 あなたに会えて良かった 小泉今日子 シャボン玉 長渕剛

ＳＡＹ　ＹＥＳ
ＣＨＡＧＥ＆Ａ
ＳＫＡ

君いとしき人よ 中川明 どんなときにも 槇原敬之

どんなときにも 槇原敬之 それが大事
大事マンブラ
ザーズ

ラブ・ストーリーは突然に 小田和正

ブラック　オア　ホワイト
マイケル　ジャ
クソン

イフ　ウィ　ホールド　オ
ン　トゥゲザー

ダイアナ　ロス

美女と野獣
セリーヌ・ディ
オン

4 1992 白い海峡 大月みやこ 君がいるだけで 米米ＣＬＵＢ こころ酒 藤あや子
君がいるだけで 米米ＣＬＵＢ 悲しみは雪のように 浜田省吾 終着駅 五木ひろし
　こころ酒 藤あや子 ＢＬＯＷＩＮ Ｂ’Ｚ 奥入瀬 山本譲二

どんなときにも 槇原敬之 それが大事
大事ＭＡＮブラ
ザーズ

白い海峡 大月みやこ

オールウェイズ　ラブ
ユー

ホイットニー
ヒューストン

涙のキッス
サザンオールス
ターズ

女　一人旅 田川寿美

ホール　ニュー　ワールド
ピーポ　ブライ
ソン

ガラガラヘビがやってくる とんねるず こころ凍らせて 高山巌

トウ　ビー　ウィズ　ユー
ミスター　ビッ
ク

Choo　Choo　TRAINN ZOO 幸の舟 嶋津悦子

部屋とＹシャツと私 平松愛理 みちのく雪灯り 原田裕理

晴れたらいいね
ドリームズ・カ
ム・トゥルー

涙のキッス
サザンオールス
ターズ

世界中の誰よりきっと 中山美穂＆WANDS
クリスマスキャロルの頃に
は

稲垣潤一

もっと強く抱きしめたなら WANDS

もう恋なんてしない 槇原敬之

5 1993 無言坂 香西かおり YAHYAHYAH
ＣＨＡＧＥ＆Ａ
ＳＫＡ

べにばな 五木ひろし

　心凍らせて 高山巌
愛のままにわがままに僕は
君を傷つけない

B'Z 冬の駅 大月みやこ

今ありて 谷村新司 ロード THE虎舞竜 負けないで ZARD

負けないで ZARD エロティカ・セブン
サザンオールス
ターズ

合縁坂 石川さゆり

島唄 THE　BOOM はだしの女神　 B'Z 無言坂 香西かおり

野ばら社邦楽ヒット　ランク５

朝ドラテーマ曲 平成の歌　ヒット２４４曲集

注　　目　　曲
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TRUE　LOVE 藤井フミヤ
カナディアン・アコーディ
オン

井上陽水 ほろ酔い酒 真木由紀子

ロマンスの神様 広瀬香美 幸せになるために 中山美穂＆WANDS サボテンの花 財津和夫

自由への疾走
レニー　クラ
ヴィッツ

真夏の夜の夢 松任谷由実 ロード THE虎舞竜

ヒーロー
マライア　キャ
リー

奇跡の地球
Mr.Children＆桑
田佳祐

女の冬航路 原田裕理

オーディナリー　ワールド
デュラン　デュ
ラン

時の扉 ＷＡＮＤＳ

揺れる想い ＺＡＲＤ

6 1994 innocent　world Mr.Children innocent　world Mr.Children 夜桜お七 坂本冬美
　花のワルツ 藤あや子 ロマンスの神様 広瀬香美 女泣川 藤あや子

負けないで ZARD 恋しさと切なさと心強さと
篠原涼子with
t.komuro

ひとり酒 伍代夏子

Tomorrow never knows Mr.Children Don'tLeaveMe B'Z 花のワルツ 藤あや子
世界が終わるまでは wands 空と君の間に 中島みゆき 山陽道 鳥羽一郎
空と君の間に 中島みゆき 春よ、来い 松任谷由実 惚の字傘 長保有紀
ホワットエヴァー オアシス ぴあの 純名里沙 飢餓海峡 石川さゆり

恋人たちのクリスマス
マライア　キャ
リー

Hello　ｍｙ　friend 松任谷由美 鷗 門倉有希

シェーブ　オブ　マイハー
ト

スティング 空も飛べるはず スピッツ 風車・恋唄 田川寿美

愛が生まれた日
藤谷美和子大内
義昭

ＯＨ ＭＹLITTLE　GIRL 尾崎豊

夏を抱きしめて テューブ

7 1995 Overnight Sensation~時代はあなたに委ねてる～trf LOVE　LOVE　LOVE
ドリームズ・カ
ム・トゥルー

捨てられて 長山洋子

　捨てられて 長山洋子
WOW　WAR　TONIGHT　　時
には起こせよムーヴメント

H Jungle With t 女のひとりごと 伍代夏子

頑張りましょう SMAP Hello　 福山雅治 み　れ　ん 藤あや子
TOMORROW 岡本真夜 Tomorrow never knows Mr.Children 汽笛 五木ひろし

LOVE　LOVE　LOVE
ドリームズ・カ
ム・トゥルー

シーソーゲーム勇敢な恋の
歌

Mr.Children 雪舞い橋 真咲よう子

残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 奇跡の地球
桑田佳祐＆
Mr,Children

酒　尽尽 五木ひろし

Hello Again~昔からある場
所～

MY　LITTLE
LOVER

I sey Wellow Dual Dream 酔芙蓉 島津悦子

ロビンソン スピッツ YAHYAHYAH Chage&Asuka 腕に虹だけ 小林旭

WOW　WAR　TONIGHT　　時
には起こせよムーヴメント

H Jungle With t LOVE PHANTOM B'z 花 石嶺聡子

トゥ　ラヴ　ユー　モア
セリーヌ・ディ
オン

CRAZY GONNA CRAZY trf 酔わせてよ今夜だけ 城之内早苗

クエスチョン　オブ　オ
ナー

サラ　ブライト
マン

es ~Theme of es Mr.Children LOVE　LOVE　LOVE
ドリームズ・カ
ム・トゥルー

イッツ　ア　ビューティフ
ル　ディ

クィーン 願い B'z TOMORROW 岡本真夜

ズルイ女 シャ乱Ｑ
ら、ら、ら 大黒摩季
Love me,I love you B'z

8 1996 Don't  wanna　ｃｒｙ 安室奈美恵 名もなき詩 Mr.Children 男一代 北島三郎
　涙の影 シャ乱Q DEPARTURES globe 女のしぐれ 細川たかし

TOMORROW 岡本真夜 LALALA　LOVE　SONG
久保田利伸＆
NAOMI

珍島物語 天童よしみ

名もなき詩 Mr.Children チェリー スピッツ 粋な男 五木ひろし
チェリー スピッツ 花～Mentento　Mori Mr.Children 昭和夢つばめ 石川さゆり
PRIDE 今井美樹 ドリーミング・ガール 山下達郎 ふたり道 細川たかし
Forever Love X 　JAPANN 夫婦道/真心の橋 オーロラ輝子 男の慕情 加門亮
田園 玉置浩二 アジアの純真 Puffy おばこ巡礼歌 藤あや子

チェンジ　ザ　ワールド
エリック　クラ
プトン

あなたに逢いたくて 松田聖子 風岬 田川寿美

ドント　ルック　バック
イン　アンガー

オアシス これが私の生きる道 Puffy I'm  Proud 華原朋美

ヴァーチャル　インサニ
ティ

ジャミロクワイ
愛の言霊～Spiritua I
Message

サザンオールス
ターズ

夢見る少女じゃいられない 相川七瀬

9 1997 CAN YOU CEREBRATE? 安室奈美恵 CAN YOU CEREBRATE? 安室奈美恵 うたかたの恋 藤あや子

  HOWEVER GLAY 硝子の少年
Ｋｉｎｋｉ　Ｋ
ｉｄｓ

涙のしずく キム・ヨンジャ

これが私の生きる道 ＰＵＦＦＹ ひだまりの詩
Ｌｅ　Ｃｏｕｐ
ｌｅ

海峡の宿 都はるみ

CAN YOU CEREBRATE? 安室奈美恵 ＦＡＣＥ globe 雨降り橋 香西かおり
Ｗｈｉｔｅ　Ｌｏｖｅ ＳＰＥＥＤ STEADY ＳＰＥＥＤ 冬の宿 細川たかし

マイ　ハート　ウィル
ゴー　オン

セリーヌ・ディ
オン

ＰＲＩＤＥ 今井美樹 女の日本海 三船和子

サンバデジャネイロ ベッリーニ ＥＶＥＲＹthing Mr.Children 夫婦道 オーロラ輝子

エブリシングズ　ゴナ
ビー　オーライト

スィートボック
ス

HOWEVER GREY 紫陽花 五木ひろし

White Love SPEED まごころの橋 オーロラ輝子
素晴らしき日々　あぐり 矢部達哉 もののけ姫 米良美一
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涙の天使に微笑みを 原良子

Ｃａｎ’ｔ Stop Fallin
in Love

globe

愛されるより愛したい Kink Kids

10 1998 wanna Be A Dreammaker globe 誘惑 GREY 人生しみじみ 天童よしみ
 Honey L'Arc~en~Ciel 夜空ノムコウ SMAP 風といっしょ 小林幸子

硝子の少年
Ｋｉｎｋｉ　Ｋ
ｉｄｓ

ｍｙ　graduationn SPEED 酒ひとり 五木ひろし

糸 中島みゆき タイミング
ＢＬＡＣＫ　Ｂ
ＩＳＣＵＩＴＳ

東京戻り雨 加門亮

Every　Little Thing Time goes by SOUL LOVE GREY 二輪草 川中美幸
未来へ Kiroro 長い間 Kiroro 涙かさねて 大月みやこ
終わりなき旅 Mr.Children あそぼう ウルフルズ ノラ 門倉有希

ベイビー　ワンモア　タイ
ム

プリトニー　ス
ピア＾ズ

めざせポケモンマスター 松本梨香 浮雲 香西かおり

ミス　ア　シング エアロスミス タイミング～timing~ Black Biiscutts 哀愁港 田川寿美
ライフ デズリー energy flow(裏ＢＴＴＢ） 坂本龍一 薄幸花 藤あや子

my graduationn SPEED 夜空ノムコウ SMAP

11 1999 Ｗｉｎｔｅｒ，ａｇａｉｎ（＆有線大賞）GREY 団子３兄弟
速水健太郎茂森
あゆみ

再り合い 五木ひろし

長い間 Kiroro Ｗｉｎｔｅｒ，ａｇａｉｎ GREY 月に咲く花 大月みやこ
Ｆｉｒｅｓｔ　Ｌｏｖｅ 宇多田ヒカル Ａ 浜崎あゆみ 孫 大泉逸郎

アイ　ウオンﾄ　ｲｯﾄ　ザッ
ト　ｳｪｲ

バックストー
リーﾄ　ﾎﾞｰｲｽﾞ

energy flow 坂本龍一 ほおずき 松原のぶえ

ﾌｨｰﾙ　ｻﾞ　ﾌｧｲｱｰ ｽﾃｨｳﾞｨｰ　ﾜﾝﾀﾞｰ Automatic 宇多田ヒカル アメリカ橋 山川豊

ﾘｩｨﾝ　ﾗ　ｳﾞｲﾀﾞ　ﾛｶ
ﾘｯｷｰ　マーティ
ン

ＬＯＶＥマシーン モーニング娘 夢ひとつ 長保有紀

ＴＳＵＮＡＭＩ サザンオールスターズ夢・恋唄 天童よしみ
星の線路 Ｎｏｎ 君影草（すずらん） 川中美幸
風笛（あすかのテーマ） 宮本文昭 男の錦 冠二郎
Add I cted To You 宇多田ヒカル 黒のララバイ 加門亮

人生海峡 キム・ヨンジャ
瀬戸の港 中村美津子
旅路の花 服部浩子
父さんの詩 長山洋子
カラスの女房 中澤ゆうこ
津軽の花 原田裕理
望郷１０年 香西かおり
契り川 三船和子

12 2000 ＴＳＵＮＡＭＩ
サザンオールス
ターズ

ＴＳＵＮＡＭＩ サザンオールスターズ終列車 森進一

  愛情・be alive 小柳ゆき 桜坂 福山雅治 花も嵐も 山本譲二
Ｆｉｒｓｔ　Ｌｏｖｅ 宇多田ヒカル Wait&See~リスク～ 宇多田ヒカル 山河 五木ひろし

ＴＳＵＮＡＭＩ
サザンオールス
ターズ

Love dey after tomorrow 倉木麻衣 箱根八里の半次郎 氷川きよし

桜坂 福山雅治 ＳＥＡＳＯＮＳ 浜崎あゆみ 朧月夜 八代亜紀
ＳＥＡＳＯＮＳ 浜崎あゆみ らいおんハート SMAP 恋酒場 長山洋子
らいおんハート SMAP 慎吾ママのおはロック 香取慎吾 夜叉海峡 坂本冬美
Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ＭＩＳＩＡ Can you Keep A Secret? 宇多田ヒカル 海峡氷雨 市川由紀乃
ｲｯﾂ　ﾏｲ　ﾗｲﾌ ﾎﾞﾝ　ｼﾞｮｳﾞｲ 私の青空 チェコフィル 別れの海峡 和田青児

ﾀﾞｽﾞﾝﾄ　ﾘｱﾘｰ　ﾏﾀｰ
ジャネットジャ
クソン

Reach for the sky(オード
リー）

倉木麻衣 二人花 藤あや子

ｶｰﾄｩｰﾝ　ﾋｰﾛｰｽﾞ ｱｸｱ 地上の星 中島みゆき 夢ひとすじ 原田裕理
夜明け 天童よしみ
桜坂 福山雅治
Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ＭＩＳＩＡ

ＴＳＵＮＡＭＩ
SOUTHERN ALL
STARS

らいおんハート SMAP

13 2001 Dearest (＆　有線大賞） 浜崎あゆみ Can you Keep A Secret? 宇多田ヒカル 涙そうそう 夏川りみ

ＴＳＵＮＡＭＩ
サザンオールス
ターズ

Ｍ　 浜崎あゆみ 大井追っかけ音次郎 氷川きよし

ザ・ビートルズ PIECE OF A DREAM CHEMISTRY 星空のトーキョー チェウニ

涙そうそう 夏川りみ 波乗りジョニー 桑田佳祐 時代屋の恋 堀内孝雄　
波乗りジョニー 桑田佳祐 恋愛レポリューショウ モーニング娘。 夕陽坂 都はるみ

PIECE OF A DREAM CHEMISTRY
Ｂｅｓｔ　Friend（ちゅら
さん）

Kiroro 九十九坂 伍代夏子

永遠に愛されて ﾌｪｲｽ　ﾋﾙ 天下無敵のゴーヤーマン ガレッジセール 海鳴り 田川寿美
ﾜﾝﾓｱ　ﾀｲﾑ ﾀﾞﾌﾄ　ﾊﾞﾝｸ 君を信じて（ほんまもん） 千住明 幸せの青い鳥 山本譲二
ﾜｲﾙﾄﾞチャイルド ｴﾝﾔ 白い恋人達 桑田佳祐

二人の絆 藤あや子
凛として 坂本冬美

14 2002 ＶＯＹＡＧＥ（＆　有線大賞） 浜崎あゆみ Ｈ 浜崎あゆみ 東尋坊 水森かおり
明日があるさ 坂本九 travering 宇多田ヒカル 哀愁桟橋 永井裕子

Ｈ 浜崎あゆみ ワダツミの木 元ちとせ きよしのズンドコ節 氷川きよし
ＣＯＲＯＲＳ 宇多田ヒカル Life goes on Dragon Ash あんたの花道 天童よしみ

イエスタデイ/ヘイジュウドウ/オ
ブラデェイ・オブラダ
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ｵｰﾙ　ｻﾞ　ｼﾝｸﾞｽ　ｼｰ　ｾﾄﾞ t a tu Way of difference GRAY 雨の連絡船 田川寿美
ﾙｰｽﾞ　ﾕｱｾﾙﾌ エミネム 大きな古時計 平井堅 はぐれコキリコ 成世昌平

コンブリケイテッド
アヴリルラ
ヴィーン

愛の歌 ストロベリー・フラワーひまわり 前川清

四季の桜 森公美子 傘ん中 五木ひろし
桜景（おーけー） 森公美子 氷雪の海 香西かおり
おさかな天国 柴矢裕美 星空の秋子 氷川きよし
亜麻色の髪の乙女 島崎ひとみ 貴船の宿 川中美幸
この街 元ちとせ わすれ傘 服部浩子

おまえと生きる 山本譲二
きずな酒 石原詢子
島人ぬ宝 ＢＥＧＩＮ

15 2003 Now way to say 浜崎あゆみ 世界に一つだけの花 ＳＭＡＰ 鳥取砂丘 水森かおり

  白雲の城 氷川きよし
虹/ひまわり/それがすべて
さ

福山雅治 面影の女 冠二郎

大きな古時計 平井堅 ＣＯＬＯＲＳ 宇多田ヒカル 冬のひまわり チェウニ
世界に一つだけの花 ＳＭＡＰ さくら（独奏） 森山直太朗 白雲の城 氷川きよし
花 ORANGE RANGE 月のしずく ＲＵＩ じょんがら女節 長山洋子

雪の華 中島美嘉
ヒトツ／フタツ（二つ分の
一つ）

熊木杏里 寄り添い花 大月みやこ

クレイジー　イン　ラブ ビヨンセ こころ ＴＶサントラ ふたり傘 石原詢子

アップ
シャナイア
トゥエイン

ブルーライトヨコハマ 上原多香子 さくら（独奏） 森山直太朗

ジュークボックス
ベント　ファブ
リック

ブルースカイ・ブルー ＲＹＴＨＥＭ Choo Choo TRAIN ＥＸＩＬＥ

地上の星 中島みゆき 世界に一つだけの花 ＳＭＡＰ
桜 川口恭吾

16 2004 Ｓｉｇｎ Mr.Children 瞳をとじて 平井堅 あかね雲 神野美伽
　番場の忠太郎 氷川きよし Ｓｉｇｎ Mr.Children 釧路湿原 水森かおり

　世界に一つだけの花 ＳＭＡＰ Ｊｕｐｉｔｅｒ 平原綾香 月の海峡 大月みやこ

虹/ひまわり/それがすべて
さ

福山雅治 花 ORANGE RANGE 氷見の雪 原田裕理

さくら（独奏） 森山直太朗 掌/くるみ Mr.Children ふたり坂 伍代夏子
瞳をとじて 平井堅 名前のない空を見上げて ＭＩＳＩＡ 一葉恋歌 石川さゆり
栄光の架橋 ゆず 泣いたりしないで 福山雅治 番場の忠太郎 氷川きよし
ハナミズキ 一青窈 さくらんぼ 大塚愛 やさしいキスをして Dream Come True
恋のマイアヒ オゾン マツケンサンバⅡ 松平健 永遠にともに コブクロ

トキシック
プリトニー　ス
ピア＾ズ

マツケンサンバⅡ 松平健

シー　ｳｨﾙ　ビィ　ラヴド マルーン５

17 2005 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ 倖田来未 青春アミーゴ 修二と彰 居酒屋「花いちもんめ」 石川さゆり
　面影の都 氷川きよし さくら ケツメイシ 五能線 水森かおり

君こそスターだ
サザンオールス
ターズ

四次元　Four Dimensions Mr.Children ふりむけば日本海 五木ひろし

さくら ケツメイシ ＊　　～アスタリスク～ ORANGE RANGE 粉雪 レミオロメン

桜 コブクロ ＳＣＲＥＡＭ
GRAYｘ　ＥＸＩ
ＬＥ

金木犀 伍代夏子

粉雪 レミオロメン ファイト 榊原大 うすゆき草 川中美幸
Ｓｔｏｒｙ Ａｉ 風花 森山直太朗
青春アミーゴ 修二と彰 好きやねん　大阪 関ジャニー
ハング　アップ マドンナ

バット　ディ
ダニエル　パウ
ダー

ハヴ　ア　ナイス　ディ ボン　ジョヴィ

18 2006 一剣 氷川きよし Real Faice KAT-TUN 一剣 氷川きよし

　夢のうた 倖田来未 粉雪 レミオロメン 風鈴 山本譲二
青春アミーゴ 修二と彰 青春アミーゴ 修二と彰 熊野古道 水森かおり

千の風になって 秋川雅史 抱いてセニョリータ 山下智久 高瀬舟 五木ひろし
三日月 絢香 ＳＩＧＮＡＬ KAT-TUN 千の風になって 秋川雅史
純恋歌 湘南乃風 純情キラリ　テーマ 長谷川陽子 会いたかった AKB48

ダーニー　カリフォルニア
レッド　ホット
チリ　ペッパー
ズ

夢の翼　どこまでも青空 ORANGE RANGE

アディクテッド　
スウィート
ボックス

心のままに　大切なもの 林明日香

ウエルカム　トゥ　ザ　ブ
ラック　パレード

マイ　ケミカル
ロマンス

ひとりよりふたり FAIRAY

19 2007 蕾 コブクロ 千の風になって 秋川雅史 吾亦紅 すぎもとまさと
　きよしのソーラン節 氷川きよし Flavor of Life 宇多田ヒカル あばよ 氷川きよし

宇船（そらふね） ＴＯＫＩＯ 蕾 コブクロ 風よ 北島三郎

ガールフレンド
アヴリル　ラヴ
イーン

Love so sweed 嵐 雨恋々 清水博正

リッスン ビヨンセ Keep the faith KAT-TUN WINDING ROAD 絢香ｘコブクロ

ウオント　ゴ＾ホーム
ウィズアウト　ユー

マルーン５ 聞かせてよ愛の言葉を 佐々木秀美

Wing to fly カノン
ダイジョウブ 小田和正
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心根～一本桜～ 山本潤子

20 2008 Ti Amo　（＆　有線大賞） EXILE trush/かぜのむこうへ 嵐 輪島朝市 水森かおり
蕾 コブクロ One Love 嵐 木曽川時雨 川中美幸

手紙～拝啓十五の君へ～ アンジェラ・アキLAM YOUAR SINGER サザンオールスターズ寿　契り酒 石原詢子
truth 嵐 キセキ GReeeeN この愛に死んでも 五木ひろし
ポーカーフェイス レディーガガ 羞恥心 羞恥心 幸せはすぐそこに 天童よしみ
ジャスト　ダンス レディーガガ ＨＡＮＡＢＩ Mr.Children 愛のままで 秋元順子
美しき命 コールドプレイ 縁の糸 竹内まりや 望郷ひとり泣き 長山洋子
マイルズ　アウェイ マドンナ 命の歌 茉奈　佳奈 夾竹桃 藤あや子

崖の上のポニョ 藤岡藤巻/大橋のぞみ海雪 ジェロ

21 2009 Ｓｏｍｅｄｅｙ EXILE Believe/曇りのち快晴 嵐 また君に恋してる 坂本冬美
　浪曲一代 氷川きよし 明日の記憶/crazy Moonキミハムテキ嵐 浪曲一代 氷川きよし

キセキ GReeeeN マイガール 嵐 のろま大将 大江裕
バット　ロマンス レディーガガ 愛のままで 秋元順子 安芸の宮島 水森かおり
ディスイズ　イット マイケルジャクソンEverything 嵐 虹 ゆず
ブン　ブン　バウ ブラック　アイド　ビーズひまわり 遊助 会いたくて今 ＭＩＳＩＡ

あの子の夢 aiko ヒーロー
FUNKY MOHKEY
BABYS

愛の季節
アンジェラ・ア
キ

ＹＥＬＬ いきものがかり
３月９日 レミオロメン

22 2010 I Wish For You EXILE Beginner ＡＫＢ４８ ありがとう いきものがかり
  虹色のバイヨン 氷川きよし ヘビーローテーション ＡＫＢ４８ 会いたくて会いたくて 西野カナ

My Best Of My Life Superfly Troublemaker 嵐 ずっと好きだった 斉藤和義

カリフォルニアガールズ
ケイティ　ベ
リー

Monster 嵐 果てない空 嵐

テレフォン レディーガガ ポニーテールとシュシュ ＡＫＢ４８ ヘビーローテーション AKB48
ベイビー ジャスティン　ビーバーひまわり 葉加瀬太郎

また君に恋してる 坂本冬美
ありがとう いきものがかり
ふるさと 嵐

23 2011 フライングゲット ＡＫＢ４８ フライングゲット ＡＫＢ４８ あの子と野菊と渡し舟 氷川きよし
　いくたびの櫻 ふくい舞 Everyday,カチューシャ ＡＫＢ４８ 荘内平野風の中 水森かおり

ありがとう いきものがかり 風は吹いている ＡＫＢ４８ 女々しくて ゴールデンボンバー
ボーン　ティス　ウェイ レディーガガ 上からマリコ ＡＫＢ４８ 家族になろうよ 福山雅治
ジューダス レディーガガ 桜の木の下 ＡＫＢ４８ 男の人生 北島三郎

ジ　エッジ　オブ　グローリーレディーガガ マル・マル．モリ．モリ
薫と友樹たまに
ムック

二人の船歌 天童よしみ

カーネーション 椎名林檎 Everyday,カチューシャ ＡＫＢ４８
おひさま 渡辺俊幸
おひさま～大切なあなた～ 平原綾香
愛しき日々よ 平井堅

24 2012 真夏のsounds　good! ＡＫＢ４８ 真夏のsounds good! ＡＫＢ４８ 最後と決めた女だから 氷川きよし
　櫻 氷川きよし GIVE ME FIVE ＡＫＢ４８ ひとり長良川 水森かおり

Everyday,カチューシャ ＡＫＢ４８ ギンガムチェック ＡＫＢ４８ 海峡の宿（伍代夏子） 伍代夏子

私たちは絶対にヨリを戻し
たりしない

テェイラー　ス
ウィスト

UZA ＡＫＢ４８ 夜明けのブルース 五木ひろし

コール　ミー　メイビー
カーリー　レイ
ジェブセン

永遠プレッシャー ＡＫＢ４８ 新橋2丁目7番地 あさみちゆき

伝説のヤングマン　ウイ
アーヤング

ファン キスだって左利き SKE48 花は咲く
花は咲くプロ
ジェクト

一番近くに HY 女の山河 天童よしみ
二人で行こう HY ギンガムチェック ＡＫＢ４８
さかさまの空 SMAP 南部蝉しぐれ 福田こうへい
風が吹いている いきものがかり 花ぼうろ～霧氷の宿～ 川中美幸

花は咲く
花は咲くプロ
ジェクト

また君に恋してる 坂本冬美

CANDY CANDY
きゃりーぱみゅ
ぱみゅ

25 2013 EXILE PRIDE~こんな世界を愛するために～EXILE さよならクロール ＡＫＢ４８ 伊勢めぐり 水森かおり

　満点の瞳（ほし） 氷川きよし
恋するフォーチュンクッ
キー

ＡＫＢ４８ しぐれの港 氷川きよし

花は咲く
花は咲くプロ
ジェクト

ハート・エレキ ＡＫＢ４８ 雨のち晴レルヤ ゆず

ロアー　～最強ガール宣言
ケイティ　ペ
リー

So long! ＡＫＢ４８ 暦の上ではディセンバー ベイビーレイズ

アプローズ レディーガガ
EXILE PRIDE~こんな世界を
愛するために～

EXILE 潮騒のメモリー
天野春子（小泉
今日子）

ﾌﾟﾗｰド　ラインズ　～今夜
はヘイヘイヘイ

ロビン　シック 潮騒のメモリー
天野春子（小泉
今日子）

暦の上ではディセンバー ベイビーレイズ
雨のち晴レルヤ ゆず
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焼き氷ありますの歌
西門希子（高畑
充希）

飛行機雲 荒井由実
RIGINGU SUN EXILE
千本桜 初音ミク

26 2014 R,y,u,s,i
三代目ＪＳｏｕ
ｌ　　　Ｂｒｏ
ｔｈｅｒｓ

ラブラドールレトリバー ＡＫＢ４８

　島根恋旅 水森かおり 希望的リフレイン ＡＫＢ４８
恋するフォーチュンクッキー ＡＫＢ４８ 前しか向かねえ ＡＫＢ４８

レット　イット　ゴー
イディナ　メン
ゼル

鈴鹿家の木の道で～～～ ＡＫＢ４８

ハッピー
ファレル　ウィ
リアムス

心のプラカード ＡＫＢ４８

シェイクナイトオフ～気に
してなんかいられない

ティラー　ス
ウィフト

ＧＵＴＳ！ 嵐

にじいろ（花子とアン） 絢香
麦の唄（まっさん） 中島みゆき
妖怪体操第1 Dream5
ライオン may'n /中島愛

27 2015 Unfair Woreld
三代目ＪＳｏｕ
ｌ　　　Ｂｒｏ
ｔｈｅｒｓ

僕たちは戦わない ＡＫＢ４８

  Summer Madness feat Afrojack
三代目ＪＳｏｕ
ｌ　　　Ｂｒｏ
ｔｈｅｒｓ

ハロウィンナイト ＡＫＢ４８

Let It Go ~ありのままで
松たか子、Ｍａ
ｙ　Ｊ

Green Flash ＡＫＢ４８

アイ　リアリー　ライク
ユー

カーリーレイ
ジェプセン

唇にBe My Baby ＡＫＢ４８

アップタウン　ファンク
マーク　ロンソ
ン

コケティシュ渋滞中 SKE48

希空～まれぞら～ 澤野弘之
365日の紙飛行機 ＡＫＢ４８
お岩木山 三山ひろし
大和路の恋 水森かおり

28 2016 あなたの好きなところ 西野カナ 翼はいらない ＡＫＢ４８

　Dear Bride 西野カナ
Love Trip/しあわせをわけ
なさい

ＡＫＢ４８

西野カナ 君はメロディー ＡＫＢ４８
恋 星野源 ハイテンション ＡＫＢ４８

サヨナラの意味 乃木坂46
みれん心 氷川きよし
光のアトリエ Mr.Children
花束を君に 宇多田ヒカル

僕らの見上げてごらん夜の
星を

ゆず

29 2017 願い事の持ち腐れ ＡＫＢ４８
若い広場 桑田佳祐

恋 星野源 愛が信じられないなら 山内惠介
早鞆の瀬戸 水森かおり

30 2018

31 2019

32 2020

もしも運命の人がいるのなら


