
歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） 曲　　　　　名（Ａ面） 曲　　　　　名（Ｂ面）
かーなびーつ カーナビーツ 好きさ好きさ好きさ 口笛天国

がーるず ガールズ 野良猫 チェリーポンプ

1 かいえんたい 海援隊 母に捧げるバラード さすらいの譜

2 かいえんたい 海援隊 ジョーダンジョーダン 肩より低く頭をたれて

3 かいえんたい 海援隊 贈る言葉 人として

4 かいえんたい 海援隊 おやじ 春日原へ

5 かいぬましんいち 貝沼伸一 気仙沼慕情 北国の男

6 かいばんど 甲斐バンド ヒーローになる時それは今 からくり

7 かいばんど 甲斐バンド 感触 汽笛の響き

8 かいばんど 甲斐バンド 安奈 翼あるもの

9 かいばんど 甲斐バンド フェアリー（完全犯罪） キラー・ストリート

10 かがじょうみゆき 加賀城みゆき 出たとこ勝負 涙の波止場

11 かぐやひめ かぐや姫 神田川 もういいじゃないか

12 かぐやひめ かぐや姫 妹 夏この頃

13 かぐやひめ かぐや姫 ２２才の別れ 湘南の夏

14 かぐやひめ かぐや姫 赤ちょうちん この季節が変われば

15 かぐやひめ かぐや姫 僕の胸でおやすみ アビーロードの街

16 かさのばせって カサノヴァせって 愛は茜色 夜の柳ケ瀬

17 かざまさんしまい 風間三姉妹 Remember
STAR～瞳にSTORM～
虹のDreamer

18 かざみしんご 風見慎吾 涙のテイクアチャンス 涙のテイクアチャンス

19 かざみしんご 風見慎吾 僕笑っちゃいます 大人バースデー

20 かしまともこ 鹿島とも子 愛よ永遠に アントニオの唄

21 かしわぎゆきこ 柏木由紀子 恋人のいる道

22 かじみつお 梶光夫 わが愛を星に祈りて いつだっけ

23 かじみつお 梶光夫 夕日に叫ぼう 花散る金閣寺

24 かじみつお 梶光夫 若いいのち 大空にひとり

25 かじみつお 梶光夫 涙のむこうに明日がある つばさの若人

26 かじみつお 梶光夫 可愛いあの娘 東京の若い星

27 かじみつお 梶光夫 青春ひとり旅 涙なんかほしくない

28 かじめいこ 梶芽衣子 やどかり かきおき

29 かじめいこ 梶芽衣子 怨み節 女の呪文

30 かしわばらよしえ 柏原芳恵 カムフラージュ 雪

31 かしわばらよしえ 柏原芳恵 しあわせ音頭 恋人よ帰れ

32 かしわばらよしえ 柏原芳恵 毎日がバレンタイン １００％のかなしみ

33 かしわばらよしえ 柏原芳恵 タイニーメモリー 初恋

34 かしわばらよしえ 柏原芳恵 夏模様 坂道

35 かしわばらよしえ 柏原芳恵 トレモロ 海岸線

36 かしわばらよしえ 柏原芳恵 春なのに 渚便り

37 かしわばらよしえ 柏原芳恵 ハローグッバイ 恋はマシュマロ

38 かすがはちろう 春日八郎 長崎の女 別れの夜汽車

39 かすがはちろう 春日八郎 お富さん 長崎の女

40 かぜ 風 ２２才の別れ 約束しようよ

41 かぜ 風 ささやかなこの人生 時には

42 かぜ 風 あの唄はもう唄わないのですか二人のための夜

43 かたひらなぎさ 片平なぎさ 頬にかかる涙 肌寒い雨

44 かつあや 勝彩也 恋あざみ まぼろしのブルース

45 かつみしげる 克美しげる さすらい ナナ

46 かつみしげる 克美しげる さすらい 霧笛

47 かつみしげる 克美しげる 流転ギター 淋しがり野郎

48 かつらぎゆき 葛城ユキ ボヘミアン グレイの朝に

49 かつらぎゆき 葛城ユキ みどりの薔薇 LONG GOOD-BYE

50 かとうかずひこ 加藤和彦 あの素晴しい愛をもう一度 僕を呼ぶ故郷

51 かとうかずひこ 加藤和彦 絹のシャツを着た女 サンサルヴァドール

52 かとうかずひこ 加藤和彦 お帰りなさい秋のテーマ サンサルヴァドール

53 かとうときこ 加藤登紀子 琵琶湖周航の歌 少年は街を出る

54 かとうときこ 加藤登紀子 灰色の瞳 黒の舟唄

55 かとうときこ 加藤登紀子 赤い風船 ひとり寝の子守唄

56 かとうときこ 加藤登紀子 知床旅情 琵琶湖周航の歌



57 かとうときこ 加藤登紀子 愛のくらし 悲しみの島

58 かとうときこ 加藤登紀子 酔いどれ女の流れ唄 リリーマルレーン

59 かとうときこ 加藤登紀子 愛のくらし 灰色の瞳

60 かとうときこ 加藤登紀子 赤い風船 北の街

61 かとうときこ 加藤登紀子 この空を飛べたら 裸足になって

62 かとうときこ 加藤登紀子 知床旅情 西武門哀歌

63 かとうときこ 加藤登紀子 百万本のバラ 海辺の旅

64 かどかわひろし 角川博 純情の夢 新撰組の歌

65 かどかわひろし 角川博 あなたひとすじ 女ですもの

66 かどかわひろし 角川博 涙ぐらし あたなの女

67 かないかつこ 金井克子 まがり角の女 ああ無情

68 かないかつこ 金井克子 人間模様 粋に愛して

69 かなざわあきこ 金沢明子 おしんの子守唄 おしん音頭

70 かねだたつえ 金田たつえ 花街の母 情知らずの紅椿

71 かねだたつえ 金田たつえ 花街の母 くちなし情話

72 かねだたつえ 金田たつえ 無法松の一生 人妻

73 かねだたつえ 金田たつえ 人妻 旅路の女

74 かぷちーの カプチーノ 九時からのリリィ ラストレター

75 かぷちーの カプチーノ モンマルトルと白いバラ 素敵なジゴロ

76 かまたえいいち 鎌田英一 人生大太鼓 三条凧ばやし

77 かまやつひろし かまやつひろし 我が良き友よ ゴロワーズを吸ったことがあるかい

78 かみふうせん 紙ふうせん 霧にぬれても 悲しき翼

79 かみふうせん 紙ふうせん 冬が来る前に オープリーズ

80 がむ 雅夢 愛はかげろう 残秋から

81 がむがむ がむがむ 二人のビートルズ 悲しきメモリー

82 がむがむ がむがむ 昔の恋人 ＬＯＶＥ　ＬＥＴＴＥＲ

83 かやまあきお 佳山明生 氷雨 わたしは愛人

84 かやましのぶ 香山しのぶ 恋紅 東京海峡

85 かやまゆうぞう 加山雄三 君といつまでも 夜空の星

86 かやまゆうぞう 加山雄三 夕日は赤く 麗しき乙女たち

87 かやまゆうぞう 加山雄三 お嫁においで アロハレイ

88 かやまゆうぞう 加山雄三 君といつまでも お嫁においで

89 かやまゆうぞう 加山雄三 夕日は赤く 蒼い星くず

90 かやまゆうぞう 加山雄三 君といつまでも 夜空の星

91 かやまゆうぞう 加山雄三 僕の妹に 泣くがいい

92 かやまゆうぞう 加山雄三 ブラックサンドビーチ ヴァイオレットスカイ

93 かりゅうど 狩人 アメリカ橋 ロンググッバイ

94 かりゅうど 狩人 若き旅人 回想

95 かりゅうど 狩人 白馬山麓 春を告げる手紙

96 かりゅうど 狩人 国道ささめ雪 日本海フェリー

97 かりゅうど 狩人 あずさ２号 季節が変わる前に

98 かりゅうど 狩人 ブラックサンシャイン 君ひとりで旅するならば

99 かるめんまき カルメンマキ 時には母のない子のように あなたが欲しい

100 がろ ガロ 一枚の楽譜 憶えているかい

101 がろ ガロ 君の誕生日 散歩

102 がろ ガロ ロマンス 二人だけの昼下り

103 がろ ガロ 学生街の喫茶店 美しすぎて

104 かわいそのこ 河合その子 青いスタスイオン さよならは言わないで

105 かわいなおこ 河合奈保子 愛してます そしてシークレット

106 かわいなおこ 河合奈保子 スマイルフォーミー セレネッラ

107 かわいなおこ 河合奈保子 夏のヒロイン ゆれてあなただけ

108 かわいなおこ 河合奈保子 愛をください 春よ恋

109 かわいなおこ 河合奈保子 大きな森の小さな家 ハリケーンキッド

110 かわいなおこ 河合奈保子 ヤングボーイ 青い視線

111 かわいなおこ 河合奈保子 ストロー・タッチの恋 若草色のこころで

112 かわしまいっせい 川島一成 潮来の宿 男の灯り

113 かわしまえいご 河島英五 酒と泪と男と女 てんびんばかり

114 かわしまえいご 河島英五 時代おくれ 人生

115 かわしまやすこ 川島康子 私は送り風 花霞そして舞落葉



116 かわじひでお 川路英夫 胸に飾ろう幸せを 夕日に濡れて

117 かわなかみゆき 川中美幸 ふたりぐらし おまえとならば

118 かわなかみゆき 川中美幸 ふたりの春 浪花夜曲

119 かわなかみゆき 川中美幸 忍路海岸わかれ雪 浮草の花

120 かわなかみゆき 川中美幸 あたなひとすじ 逢えてよかった

121 かわなかみゆき 川中美幸 遣らずの雨 ひとり花

122 かわなかみゆき 川中美幸 ふたり酒 特急寝台日本海

123 かわなかみゆき 川中美幸 越前岬 夕焼けふるさと

124 かわなかみゆき 川中美幸 瀬戸の恋歌 なみだの港

125 かんべいちろう 神戸一郎 瀬戸の恋唄 おひまなら来てね

126 かんべいちろう 神戸一郎 旅の夜風 悲しき子守唄

127 かんべいちろう 神戸一郎 今日かぎりの恋 恋のユンタ

127 かんべいちろう 神戸一郎 十代の恋よさようなら 銀座九丁目は水の上

128 かんむりじろう 冠二郎 亜樹子 さすらいの旅

129 かんむりじろう 冠二郎 旅の終りに 明日を信じて

130 きくちあきこ 菊池章子 岸壁の母・湖畔の乙女 星の流れに・母紅梅の唄

131 きくちももこ 菊池桃子 ボーイのテーマ あなたからフライアウェイ

1 きくちももこ 菊池桃子 雪にかいたラブレター アナーザーワン

2 きすぎたかお 来生たかお 夢の途中 美しい女

3 きしちえこ 岸千恵子 千恵っ子よされ おんな船

4 きしようこ 岸洋子 今宵あなたが聞く歌は ラストワルツ

5 きしようこ 岸洋子 恋心 海よおしえて

6 きしようこ 岸洋子 夜明けのうた スウェーデンの城

7 きしようこ 岸洋子 想い出のソレンツアーラ フェラリール

8 きしようこ 岸洋子 希望 別れと愛の谷間

9 きしようこ 岸洋子 ケ・サラ トワ

10 きたがわひろし 北川洋 白い思い出 ダンシング・ガール

11 きたこういち 北耕一 泣かせてごめんね 東京キャラバン

12 きたじまさぶろう 北島三郎 盃 夢恋酒

13 きたじまさぶろう 北島三郎 兄弟仁義 ソーラン仁義

14 きたじまさぶろう 北島三郎 喧嘩辰 関東流れ唄

15 きたじまさぶろう 北島三郎 ブンガチャ節 泣き虫横丁

16 きたじまさぶろう 北島三郎 銀座の庄助さん 遠き灯り

17 きたじまさぶろう 北島三郎 愛の道 冬の宿

18 きたじまさぶろう 北島三郎 あばよ東京 艶歌船

19 きたじまさぶろう 北島三郎 仁義 さいはての宿

20 きたじまさぶろう 北島三郎 ギター仁義 ジャンスカ節

21 きたじまさぶろう 北島三郎 伊予の女 西海旅情

22 きたじまさぶろう 北島三郎 伊豆の女 城ケ崎ブルース

23 きたじまさぶろう 北島三郎 なみだ船 バイバイ波止場

24 きたじまさぶろう 北島三郎 終着駅は始発駅 ふるさと

25 きたじまさぶろう 北島三郎 函館の女 北海道恋物語

26 きたじまさぶろう 北島三郎 与作 風の峠

27 きたじまさぶろう 北島三郎 風雪ながれ旅 雀のお宿

28 きたじまさぶろう 北島三郎 薩摩の女 霧島エレジー

29 きたはらけんじ 北原謙二 若い君若い僕 白いリンゴの花が散る

30 きたはらさわこ 北原佐和子 マイボーイフレンド 恋の交差点

31 きたはらみれい 北原ミレイ 石狩挽歌 別れのビギン

32 きたはらみれい 北原ミレイ 天国のかけら 百万本のバラ

33 きたはらゆき 北原由紀 かしこい女じゃないけれど 夜のひとりごと

34 きたみきょうこ 北見恭子 紅花旅情 山形ばやし

35 きたみきょうこ 北見恭子 こころ妻 オホーツク流れ唄

36 きたみきょうこ 北見恭子 フィンガーソング おけいこがえり

37 きたみきょうこ 北見恭子 あなたが帰る港町 恋のみちのく

38 きたみきょうこ 北見恭子 夫婦ちぎり 恋は二人でするものよ

39 きたみこうじ 北見幸二 北洋船 チャンチキ仲間

40 きたみこうじ 北見幸二 石巻の女 おとこ舞い

41 きたれいこ 北玲子 女の手形 白い小犬

42 きっかわこうじ 吉川晃司 マリリン オテオン



43 きっかわだんじゅうろう 吉川団十郎 ああ宮城県 日陰者

44 きのうちみどり 木ノ内みどり イマージュ 色づく夜に

45 きのみなな 木の実ナナ うぬぼれワルツ 遊びなれてる人みたいに

46 きのみなな 木の実ナナ 居酒屋 帰郷

47 きのみなな 木の実ナナ 愛人 居酒屋

48 きむらともえ 木村友衛 浪花節だよ人生は 人生一人ぼっち

49 ぎゃざーず ギャザーズ 悪たれ小僧がやって来た

50 きゃろる キャロル 夏の終り ファンキー・モンキー・ベイビー

51 きゃんてい キャンテイ ピーナツ・ピーナツ 明日になれば

52 きゃんでぃーず キャンディーズ その気にさせないで 一枚のガラス

53 きゃんでぃーず キャンディーズ 夏が来た ご機嫌いかが

54 きゃんでぃーず キャンディーズ 哀愁のシンフォニー 別れても愛して

55 きゃんでぃーず キャンディーズ 春一番 二人だけの夜明け

56 きゃんでぃーず キャンディーズ わな １００％ピュアレディ

57 きゃんでぃーず キャンディーズ やさしい悪魔 あなたのイエスタディ

58 きゃんでぃーず キャンディーズ 暑中お見舞い申し上げます オレンジの海

59 きゃんでぃーず キャンディーズ 微笑がえし かーてんこーる

60 きゃんでぃしゅー キャンディシュー 遠く消えた恋 恋はいじわる

61 きりしまのぼる 霧島昇 若鷲の歌 燃ゆる大空

62 きりしまのぼる 霧島昇・藤山一郎 白虎隊 荒城の月

63 きんぐとーんず キングトーンズ グッドナイトベイビー 捨てられた仔犬のように

64 くーるふぁいぶ クールファイブ 恋唄 暗くなるまでこの涙

65 くーるふぁいぶ クールファイブ さよならの彼方へ 涙はやめて

1 くーるふぁいぶ クールファイブ 愛の扉 流れの女

2 くーるふぁいぶ クールファイブ すべてを愛して 愛のぬくもり

3 くーるふぁいぶ クールファイブ 噂の女 だまって行かないで

4 くーるふぁいぶ クールファイブ 東京砂漠 十和田慕情

5 くーるふぁいぶ クールファイブ この愛に生きて 霧の中のあなた

6 くーるふぁいぶ クールファイブ 西海ブルース 雪降る町で

7 くーるふぁいぶ クールファイブ 長崎は今日も雨だった 涙こがした恋

8 くーるふぁいぶ クールファイブ 二人の御堂筋 再会

9 くーるふぁいぶ クールファイブ わかれ雨 不知火の女

10 くーるふぁいぶ クールファイブ 中の島ブルース 命燃やして

11 くーるふぁいぶ クールファイブ 港の別れ唄 傷だらけの恋

12 くーるふぁいぶ クールファイブ 逢わずに愛して 捨ててやりたい

13 くーるふぁいぶ クールファイブ 女の河 これが運命

14 くじょうまりこ 九条万里子 すすきのブルース マリモの唄

15 くどうしずか 工藤静香 むごん色っぽい 群衆

16 くぼたさき 久保田早紀 異邦人 夢飛行

17 くぼたとしのぶ 久保田利伸 ガッデス 一途な夜無傷な朝

18 くぼひろし 久保浩 白百合悲し君に似て みどりの街

19 くぼひろし 久保浩 恋物語 真赤な花を黒髪に

20 くぼひろし 久保浩 霧の中の少女 むらさき色の雨

21 くぼひろし 久保浩 十九の春 こんな女になりました

22 くまがいかずお 熊谷一夫 夏の山唄 秋の山唄

23 くみえつこ 久美悦子 アリューシャン小唄 浮草ワルツ

24 くみかおり 久美かおり 愛の小鳩 愛のディンガリン

25 くみかおり 久美かおり くちづけが怖い 夜明けの海

26 くらさわあつみ 倉沢淳美 プロフィール 内気なくらい優しくどうぞ

27 くらっしゅぎゃるず クラッシュギャルズ 東京爆発娘 ヘルシー

28 くらふと クラフト 僕にまかせてください 鳳仙花

29 ぐりーめん グリーメン 恋したら 天使の描いた小さな夢

30 くりえーしょん クリエーション ロンリーハート ロンリーハート

31 くりすたるきんぐ クリスタルキング 蜃気楼 朝焼けの街角

32 くりすたるきんぐ クリスタルキング 大都会 時流

33 くりすたるきんぐ クリスタルキング 明日への旅立ち LAST RUN

34 くりはらこまき 栗原小巻 忍ぶ糸 忍ぶ糸

35 くるすあんな 来栖あんな ミスターメモリー さよならの記憶

36 ぐれーとかぶき グレートカブキ ハートオブライオン



37 ぐれーぷ グレープ 無縁坂 縁切寺

38 ぐれーぷ グレープ 朝刊 精霊流し

39 ぐれーぷ グレープ 精霊流し 哀しみの白い影

40 くれすとふぉーしんがーす ｸﾚｽﾄﾌｫｰｼﾝｶﾞｰｽ ラストストーリー イフ

41 くろきけん 黒木憲 おもいやり 男泣き

42 くろきけん 黒木憲 霧にむせぶ夜 別れても

43 くろきけん 黒木憲 別れても他人なんかじゃない お願いもう一度

44 くろさわあきら 黒沢明ロスプリモス ヘッドライト 女みずいろ

45 くろさわあきら 黒沢明ロスプリモス 雨の銀座 生命のブルース

46 くろさわあきら 黒沢明ロスプリモス ラブユー東京 涙とともに

47 くろさわあきら 黒沢明ロスプリモス ラブユーいとはん 夜のお伽ばなし

48 くろさわとしお 黒沢年男 俺は行く 恋しい君

49 くろさわとしお 黒沢年男 仮面舞踏会 そして誰もいなくなった

50 くろさわとしお 黒沢年男 やすらぎ 許してくれよ

51 くわえともこ 桑江知子 私のハートはストップモーション たずねびと

52 くわたばんど 桑田バンド ワンデー 雨をみたかい

53 くわたばんど 桑田バンド スキップビート ペイミー

54 くわたばんど 桑田バンド メリークリスマスインサマー 神様お願い

55 くわたばんど 桑田バンド バンバンバン 鰐

56 くわなまさひろ 桑名正博 セクシャルバイオレットＮｏ１ ユーマイベイビー

57 くわなまさひろ 桑名正博 尼寺へ行け ＴＯ　ＢＥ　ＯＲ　ＮＯＴ　ＴＯ　ＢＥ

58 くわなまさひろ 桑名正博 愛はハーモニー 花のように

59 けいうんすく 桂銀淑 すずめの涙 ためいきワルツ

60 けいうんすく 桂銀淑 釜山港へ帰れ Ｊ（ジェイ）

1 けんじょうみえこ 見城美枝子 さよならの夏 誰もいない海

2 けんなおこ 研ナオコ かもめはかもめ ふられた気分で

3 けんなおこ 研ナオコ 夏ざかりほの字組 バカンスゲーム

4 けんなおこ 研ナオコ オオ神様 ブルース

5 けんなおこ 研ナオコ 愚図 サヨナラは嫌いな言葉

6 けんなおこ 研ナオコ 口紅をふきとれ 愛の喝采

7 けんなおこ 研ナオコ ラララ 雨が空を捨てる日は

8 けんなおこ 研ナオコ 夏をあきらめて 今はブルース

9 こいずみきょうこ 小泉今日子 艶姿ナミダ娘 乱れるハート

10 こいずみきょうこ 小泉今日子 魔女 気分はハートブレイク

1 こうさかみゆき 香坂みゆき 愛の芽ばえ 時々妖精のように

2 こうざいかおり 香西かおり 雨酒場 新湊慕情

3 ごうひろみ 郷ひろみ いつも心に太陽を ジゴロ

4 ごうひろみ 郷ひろみ あなたがいたから僕がいた ナイヨナイヨナイト

5 ごうひろみ 郷ひろみ セクシーユー 朝陽のプロローグ

6 ごうひろみ 郷ひろみ 誘われてフラメンコ 夏の一日

7 ごうひろみ 郷ひろみ 地上の恋人 タトウー

8 ごうひろみ 郷ひろみ 洪水の前 海を見に行かないか

9 ごうひろみ 郷ひろみ ほっといてくれ シェファードきざして

10 ごうひろみ 郷ひろみ 逢えるかもしれない ゆれる純情

11 ごうひろみ 郷ひろみ 哀愁のカサブランカ マイコレクション

12 ごうひろみ 郷ひろみ 恋の弱味 さらば夏の光よ

13 ごうひろみ 郷ひろみ 小さな体験 せのびした１６才

14 ごうひろみ 郷ひろみ バイブレーション 光る河

15 ごうひろみ 郷ひろみ ハリウッドスキャンダル 白夜のクィーン

16 ごうひろみ 郷ひろみ 天使の誌 青いしずく

17 ごうひろみ 郷ひろみ バイバイベイビー 夢みる頃をすぎて

18 ごうひろみ 郷ひろみ 花のように鳥のように 五月の恋人たち

19 ごうひろみ 郷ひろみ 男の子女の子 夢をおいかけて

20 ごうひろみ 郷ひろみ 魅力のマーチ 逢いたい君

21 ごうひろみ 郷ひろみ 君は特別 太陽のシャワー

22 ごうひろみ 郷ひろみ モナリザの秘密 この愛はどうなる

23 ごうひろみ 郷ひろみ もういちど思春期 面白半分

24 ごうひろみ 郷ひろみ 花とみつばち 悲しみをわけて

25 ごうひろみ 郷ひろみ 愛への出発 不思議な子



26 ごうひろみ 郷ひろみ 林檎殺人事件 また会える

27 ごうひろみ 郷ひろみ 真夜中のヒーロー 蝶のマドリガル

28 ごうひろみ 郷ひろみ 裸のビーナス 僕たち

29 ごうひろみ 郷ひろみ よろしく哀愁 セーターに愛をこめて

30 ごうひろみ 郷ひろみ ２億４千万の瞳 抱きあえば

31 ごうひろみ 郷ひろみ 悲しきメモリー まぶしい奇跡

32 ごうひろみ 郷ひろみ わるい誘惑 ふりむいた君

33 ごうひろみ 郷ひろみ ケアレスウィスパー どこまでアバンチュール

34 ごーばんず ゴーバンズ ざまあカンカン娘 マーブルトウルー

35 ごーるでんかっぷす ゴールデンカップス 長い髪の少女 ジスバッドガール

36 ごーるでんかっぷす ゴールデンカップス 銀色のグラス ドゥユーノーアイラブユー

37 ごーるでんはーふ ゴールデンハーフ レモンのキッス バナナボート

38 ごーるでんはーふ ゴールデンハーフ ２４，０００回のキッス カレンダーガール

39 こくしょうさゆり 国生さゆり 夏を待てない サンバを踊らせて

40 こくしょうさゆり 国生さゆり バレンタインキッス 恋はRing・Ring・Ring

41 こさかあきこ 小坂明子 あなた　 青春の愛

42 こさかあきこ 小坂明子 もう一度 ふたりだけの世界

43 こさかあきこ 小坂明子 ビートルズをおぼえていますか赤い涙

44 こさかあきこ 小坂明子 愛する人のために あなたの街

45 こさかきょうこ 小坂恭子 想い出まくら 恋の足跡

46 こさかきょうこ 小坂恭子 恋のささやき 二人の散歩道

47 こしじふぶき 越路吹雪 ラストダンスは私に 幸福を売る男

48 こしじふぶき 越路吹雪 サントワマミー じらさないで

49 こしじふぶき 越路吹雪 サントワマミー チャンスが欲しいの

50 こしばたいぞう 小柴大造 テルミー ロードランナー

51 こじまひとみ こじま瞳 パトタイムラバー スウィートメモリー

52 こしみはる 越美晴 ラブステップ あらびあんらぷそでぃ

53 こずえみわ 梢みわ 恋のバイカル たったひとりの人

54 ごだいご ゴダイゴ ガンダーラ セレブレイション

55 ごだいご ゴダイゴ モンキーマジック アフール

56 ごだいご ゴダイゴ ビューティフルネーム（日本語） ビューティフルネーム（英語）

57 ごだいご ゴダイゴ ハピネス ハピネス（英語）

58 ごだいご ゴダイゴ ホーリー＆ブライト ホーリー＆ブライト（英語）

59 こだかりんたろう 小高林太郎 夕焼け峠 泣いてもいいぜ

60 こだちじゅん 木立じゅん 南無阿弥陀仏のブルース 義理人情のブルース

61 こだちじゅん 木立じゅん ４８４のブルース 無情の薔薇

62 ことかぜごうき 琴風豪規 まわり道 酒季の歌

63 こばやしあきこ 小林明子 恋におちて 夏の終りに

64 こばやしあきこ 小林明子 心みだれて 雨の日曜日

65 こばやしあきら 小林旭 さすらいの道 旅路

66 こばやしあきら 小林旭 北帰行 惜別の唄

67 こばやしあきら 小林旭 北へ ゆきこ

68 こばやしあきら 小林旭 熱き心に さらば冬のカモメ

69 こばやしあきら 小林旭 ついて来るかい すたれ者

70 こばやしあきら 小林旭 ついて来るかい 純子

71 こばやしあきら 小林旭 自動車ショー歌 ほらふきマドロス

72 こばやしあきら 小林旭 昔の名前で出ています 夕子

73 こばやしあきら 小林旭 もう一度一から出なおします 俺とおまえ

74 こばやしあさみ 小林麻美 シフォンの囁き 幻の魚たち

75 こばやしあさみ 小林麻美 雨音はショパンの調べ ロリータゴーホーム

76 こばやしあさみ 小林麻美 ある事情 あなたのネクタイ

77 こばやしいずみ 小林泉美 Dansing Star 夢はLove me more

78 こばやしさちこ 小林幸子 泣かせやがってこのやろう 愛愁

79 こばやしさちこ 小林幸子 あれから1年たちました ひとり片隅で

80 こばやしさちこ 小林幸子 春待ちれんげ草 燃えつきるまで

81 こばやしさちこ 小林幸子 おもいで酒 六時七時八時あたたは

82 こばやしさちこ 小林幸子 夫婦しぐれ 命船

83 こばやしさちこ 小林幸子 雪椿 むちゃくちゃ惚れてござります

84 こばやしさちこ 小林幸子 ふたたびの 忘れましょうか



85 こばやしさちこ 小林幸子 もしかしてＰａｒｔⅠ もしかしてＰａｒｔⅡ（ﾃﾞｭｴｯﾄ）

86 こばやしさちこ 小林幸子 とまり木 わかれの港

87 こばやしさちこ 小林幸子 ウソツキ鴎 チビッコ三度笠

88 こばやししげる 小林繁 亜紀子 夢に揺られて

89 こばやしみき 小林美樹 悲しい妖精 思春期の感情

90 こばやしみちひろ 小林倫博 東京シティ タクシードライバー

91 こばやしみちひろ 小林倫博 九月のヴィーナス 虹を渡る人

92 こひるいまきかほる 小比類巻かほる ホールドオンミー パーティ

93 こまどりしまい こまどり姉妹 アリューシャン小唄 泣くな浦町

94 こまどりしまい こまどり姉妹 おけさ渡り鳥 未練ごころ

95 こまどりしまい こまどり姉妹 浮草三味線 涙のラーメン

96 こまどりしまい こまどり姉妹 祇園エレジー 常連さん

97 こまどりしまい こまどり姉妹 女の恋 曾我兄弟

98 こみやけいこ 小宮恵子 お城のある町 おきく

99 こむろひとし 小室等 お早うの朝 高原

100 こむろひとし 小室等 おまえが死んだあとで 汽車と川

101 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 恋にゆれて 旅の宿

102 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 春のおとずれ さよならをするために

103 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 逢いたくて北国へ 母と

104 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 漁火恋唄 娘ざかり

105 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 恋にゆれて 夏に萌えて

106 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 恋の雪別れ ながさき日記

107 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 お久しぶりね 愛色夢紀行

108 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 泣きぬれてひとり旅 あいつと私

109 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 春のおとずれ わたしの春一番

110 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 瀬戸の花嫁 それでも川は流れる

111 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 十五夜の君 笹舟

112 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 黄昏の街 あなたの面影

113 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 冬の駅 つむぎ恋唄

114 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 ひと雨くれば ほたる列車

115 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 花のようにひそやかに さくらんぼ

116 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 京のにわか雨 東京わらべ歌

117 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 わたしの城下町 木彫りの人形

118 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 雪あかりの町 ある晴れた日に

119 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 星の砂 明日の海

120 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 湖の祈り 帰郷

121 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 冬の駅 つむぎ恋唄

122 こやなぎるみこ 小柳ルミ子 ひとり囃子 片瀬の歌

123 こやまるみ 小山ルミ さすらいのギター 日曜日は来なかった

124 こやまるみ 小山ルミ 恋のマイアミビーチルンバ イッツトーレイトナウ

125 ころむびあ・ろーず コロムビア・ローズ 智恵子抄 白ばら紅ばら

126 ころむびあ・ろーず コロムビア・ローズ 二十才 河津川

127 こんどうまさひこ 近藤真彦 ミッドナイトステーション 天国でプラトニック

128 こんどうまさひこ 近藤真彦 ホレたぜ乾杯 カモンロッキーロード

129 こんどうまさひこ 近藤真彦 スニーカーぶるーす ホンモクラット

130 こんどうまさひこ 近藤真彦 ギンギラギンにさりげなく 恋のﾉﾝｽﾄｯﾌﾟﾂｰﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ

131 こんどうまさひこ 近藤真彦 愚か者 キスミープリーズ

132 こんどうまさひこ 近藤真彦 夢絆 夢の長距離バス

133 こんどうまさひこ 近藤真彦 ためいきロカビリー Hey Girl

134 こんどうまさひこ 近藤真彦 情熱・熱風セレナーデ あばよポニーテール

135 こんどうまさひこ 近藤真彦 永遠に秘密さ One more time

136 こんどうまさひこ 近藤真彦 一番野郎 ムシャクシャするぜ

137 こんどうまさひこ 近藤真彦 ふられてBANZAI スニーカーぶるーす

138 こんどうまさひこ 近藤真彦 ハイティーンブギ MOMOKO

139 こんどうまさひこ 近藤真彦 真夏の一秒 オンボロトレイン

140 こんどうまさひこ 近藤真彦 純情物語 パラダイス抱きしめて

141 こんどうまさひこ 近藤真彦 大将 プリーズ

142 こんどうまさひこ 近藤真彦 Baby Rose 愛を抱きしめて

143 こんどうまさひこ 近藤真彦 青春 クリスティーナ



144 こんどうまさひこ 近藤真彦 ケジメなさい 美しき叫び

145 こんどうまさひこ 近藤真彦 ヨイショ 黄昏サンセット

146 こんどうまさひこ 近藤真彦 ヨコハマチーク 嘆きのリンダ

147 こんどうまさひこ 近藤真彦 ブルージーンズメモリー 青春ビーチ

148 こんどうまさひこ 近藤真彦 １７バースデー さらば流星ガール

149 こんどうまさひこ 近藤真彦 こんにちは赤ちゃん・抱きしめたい 抱擁・LOVE


