
               No.２７６ 披 露 曲              

                                   令和４年１２月１９日 

 曲名 歌手  曲名 歌手 

１ 二代目 木村  徹二 ６ 酔中花 坂本  冬美 

２ 紅・もみじ坂 水田かおり ７   

３ 君恋列車 二見  颯一 ８   

４ 北風よ 福田こうへい ９   

５ 0 時終列車 二見  颯一 １０   

 曲 

 

 

レパートリー披露曲（初披露含む） 

 曲名 歌手  曲名 歌手 

１ 涙の花舞台 北島三郎 １９ 南国土佐を後にして ペギー葉山 

２ たった一言なぜ言えぬ 藤島垣夫 ２０ 絶 唱 舟木一夫 

３ 運命さだめ 宇多川都 ２１ ホワイトクリスマス Birg Crosby 

４ 蜻蛉の恋 角川 博 ２２ 襟裳岬 森  進一 

５ 煌く風の堺 小田 純平 ２３ 弁天小僧 三浦  浩一 

６ 浅草の唄 関 敬六 ２４ 夜桜お七 坂本  冬美 

７ ワインレッドの心 安全地帯 ２５ 亡却の雨 藤  あや子 

８ 春夏秋冬屋形船 神野 美伽 ２６ 夢一夜 南こうせつ 

９ 人生一路 美空ひばり ２７ さんさ恋時雨 美空ひばり 

１０ 里帰り 北島 三郎 ２８ さがさないでください 北島  三郎 

１１ 情け川 新沼 健二 ２９ 大石内蔵介 鏡   吾郎 

１２ 赤いハンカチ 石原裕次郎 ３０ 港町涙町別れ町 石原裕次郎 

１３ 涙は俺がふく 石原裕次郎 ３１ 狐と笛吹き 美空ひばり 

１４ しやぼん玉 長渕 剛 ３２ それなりのマイウェイ 小田  純平 

１５ 紅の宿 谷  龍介 ３３ さよならは五つのひらがな ロス・プリス 

１６ 黄色いシャツ 李  成愛 ３４ 小さな日記 フォー・セインツ 

１７ 昴 谷村新司芸 ３５ うりんずの頃 坂本  冬美 

１８ 芸道一代 美空ひばり ３６   

曲 

 

 披露の最後はお店のママ「風に立つ・坂本 冬美」で締めて頂きました。有難うございま

した。 

 

 

 



 

あ行       男性歌手→  女性歌手→   

石原裕次郎 朝潮太郎 渥美二郎 葵かを里 秋元順子 大津美子 

秋岡秀治 梅沢富美男 大江 裕 市川由紀乃 石川さゆり 石原淳子 

岩出和也 五木ひろし 尾形大作 大月みや子 丘ひろみ 海原千里・万里 

おおい大輔 小田純平 一条寛太 淡谷のり子 奥村チヨ  

安全地帯 岡田丞司 越前二郎    

大川栄策      

      

か行      

北山たけし 春日八郎 鏡 五郎 北沢麻衣 伍代夏子 菊池まどか 

川口哲也 北島三郎 草笛四郎 キムヨンジャ 香西かおり 岸 恵子 

冠 二郎 木原たけし 角川 博  桂 銀淑 越路吹雪 川野夏美 

加門 亮 北川裕二 琴 風 北見恭子 金田たつえ コロンビア・ローズ 

こおり健太      

さ行      

千 昌夫 島 たかし 杉田二郎 椎名佐千子 島倉千代子 島津亜矢 

   坂本冬美 島あきの 清水まり子 

   瀬川瑛子   

た行      

谷村新司 平 浩二  鳥羽一郎 田川寿美 高峰美枝子 李 成愛 

谷 龍介 対馬一誠 伊達悠太 Chage＆Aska ちあきなおみ  

辰巳 彰 チョヨンピル 大地 誠    

田辺靖雄 寺本圭佑     

な行      

長渕 剛 成瀬昌平 奈良埼正明 長保有紀 中村美津子 夏川りみ 

新沼謙二 西方裕之 ニック･ニューサ 長浜由美   

      

は行      

半田浩二 橋 幸夫 藤山一郎 藤あや子 服部浩子 藤けい子 

福田こうへい 二見颯一 浜 博也 フォーセイツ 藤村みよ  

舟木一夫 細川たかし     

      

ま行      

三田りょう 増位山太郎 三山ひろし 森山愛子 森 昌子 水森かおり 

森 進一 南こうせつ 松永 昂 真木柚布子 松山恵子 美空ひばり 

みうら晶朗 松尾雄史 松崎幸介 都 はるみ 黛ジュン 真木ことみ 

三門忠治 宮 史郎 森川大輔    

      



や行      

山川 豊 山内恵介 湯原昌幸 八代亜紀 山西あかり 山口のり子 

山本譲二      

ら行      

ロスインディオス      

      

わ行      

和田青児      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


