
歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） 曲　　　　　名（Ａ面） 曲　　　　　名（Ｂ面）
1 やがみじゅんこ 八神純子 さよならの言葉 恋人同志

2 やがみじゅんこ 八神純子 思い出は美しすぎて エンドレスサマー

3 やがみじゅんこ 八神純子 ミスターブルー 夏の日の恋

4 やがみじゅんこ 八神純子 パープルタウン 漂流

5 やがみじゅんこ 八神純子 みずいろの雨 目覚めたときに

6 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 探偵物語 すこしだけやさしく

7 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 メインテーマ スローバラード

8 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃 あたりまえの虹

9 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 Woman 冬のバラ

10 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 あなたをもっと知りたくて 天に星地の花

11 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 野蛮人のように ステキな恋の忘れ方

12 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 ささやきのステップ 瞳で話して

13 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 不思議よセラヴィ ー

14 やざわえいきち 矢沢永吉 真夜中のロックンロール 最後の約束

15 やざわえいきち 矢沢永吉 アイラブユーオーケー セクシーキャット

16 やざわえいきち 矢沢永吉 時間よ止まれ チャイナタウン

17 やしろあき 八代亜紀 恋歌 迷い

18 やしろあき 八代亜紀 女の街角 私にお世話を

19 やしろあき 八代亜紀 ともしび 最終列車

20 やしろあき 八代亜紀 貴方につくします わかれ雨

21 やしろあき 八代亜紀 涙の朝 ながれ花

22 やしろあき 八代亜紀 おんなの夢 雨の港町

23 やしろあき 八代亜紀 ふたりづれ 霧笛

24 やしろあき 八代亜紀 恋瀬川 愛夢

25 やしろあき 八代亜紀 花水仙 白い桟橋

26 やしろあき 八代亜紀 愛の條件 ひとり寝

27 やしろあき 八代亜紀 舟唄 長いプラットホーム

28 やしろあき 八代亜紀 雨の慕情 男と女と酒と歌

29 やしろあき 八代亜紀 おんな港町 盛り場

30 やしろあき 八代亜紀 なみだ恋 雨のカフェテラス

31 やしろあき 八代亜紀 愛ひとすじ 別れのフェリーボート

32 やしろあき 八代亜紀 愛ひとすじ 愛の執念

33 やしろあき 八代亜紀 もう一度逢いたい 女の灯台

34 やしろあき 八代亜紀 愛の終着駅 なみだの艶歌

35 やしろあき 八代亜紀 港町絶唱 死ぬほど愛して

36 やしろあき 八代亜紀 哀歌（エレジー） ボンボヤージ

37 やしろあき 八代亜紀 女ごころ 過去

38 やしろあき 八代亜紀 故郷へ・・・ 愛の歳月

39 やしろあき 八代亜紀 女だから あなたの子守唄

40 やしろあき 八代亜紀 いい顔になったね 新宿蛍

41 やすは 泰葉 水色のワンピース Thinking of you

42 やなぎじょーじ 柳ジョージ 雨に泣いている 少年の日

43 やなぎじょーじ 柳ジョージ 微笑の法則 フェンスの向こうのアメリカ

44 やなぎじょーじ 柳ジョージ 星空の南十字星 涙をふいて

45 やなぎじょーじ 柳ジョージ 主よ導き給え ブルークリスマス

46 やのあきこ 矢野顕子 春咲小紅 在広東少年

47 やぶきけん 矢吹健 あなたのブルース うしろ姿

48 やまかわえいじ 山川えいじ 冬子 待ちぼうけ

49 やまかわゆたか 山川豊 函館本線 おまえにきめた

50 やまぐちももえ 山口百恵 ひと夏の経験 ちっぽけな感傷

51 やまぐちももえ 山口百恵 冬の色 湖の決心

52 やまぐちももえ 山口百恵 美サイレント 曼珠沙華

53 やまぐちももえ 山口百恵 横須賀ストーリー ゲームイズオーバー

54 やまぐちももえ 山口百恵 乙女座宮 視線上のアリア

55 やまぐちももえ 山口百恵 冬の色 伊豆の踊り子

56 やまぐちももえ 山口百恵 ささやかな欲望 ありがとうあなた

57 やまぐちももえ 山口百恵 ロックンロールウィドウ アポカリプスラブ

58 やまぐちももえ 山口百恵 赤い衝撃 走れ風と共に



59 やまぐちももえ 山口百恵 絶体絶命 落葉の里

60 やまぐちももえ 山口百恵 ちっぽけな感傷 清潔な恋

61 やまぐちももえ 山口百恵 謝肉祭 イントロダクション春

62 やまぐちももえ 山口百恵 愛の嵐 シニカル

63 やまぐちももえ 山口百恵 しなやかに歌って 娘たち

64 やまぐちももえ 山口百恵 禁じられた遊び パパは恋人

65 やまぐちももえ 山口百恵 さよならの向う側 死と詩

66 やまぐちももえ 山口百恵 夢先案内人 春に吹かれて

67 やまぐちももえ 山口百恵 イミテーションゴールド サクセス

68 やまぐちももえ 山口百恵 ひと夏の経験 太陽の友達

69 やまぐちももえ 山口百恵 赤い絆 口約束

70 やまぐちももえ 山口百恵 プレイバックパート２ 賭け

71 やまぐちももえ 山口百恵 秋桜 最後のページ

72 やまぐちももえ 山口百恵 いい日旅立ち スキャンダル

73 やまぐちももえ 山口百恵 一恵 想い出のストロベリーフィールズ

74 やまぐちももえ 山口百恵 青い果実 おかしな恋人

75 やまぐちももえ 山口百恵 春風のいたずら 雨に濡れた少女

76 やまざきはこ 山崎ハコ 雨に唄えない ヨコハマ・アンバランス

77 やましたたつろう 山下達郎 ゲットインラブ ファーストラック

78 やましたたつろう 山下達郎 踊ろうよフィッシュ ユーメイクミーフィールブランニュー

79 やましたたつろう 山下達郎 ＲＩＤＥ　ＯＮ　ＴＩＭＥ ＲＡＩＮＹ　ＷＡＬＫ

80 やましたたつろう 山下達郎 土曜日の恋人 MERMAID

81 やまだかんいち 山田寛一 若い門出 山の向こうにゃ何がある

82 やまだくにこ 山田邦子 かわい子ぶりっ子 かわい子ぶりっ子

83 やまだたろう 山田太郎 幸福はこだまする 帰ろう心のふるさとへ

84 やまだたろう 山田太郎 清らかな青春 遠い星

85 やまだたろう 山田太郎 明日を信じよう あざみの丘

86 やまだたろう 山田太郎 新聞少年 憧れは雲にのって

87 やまだぱんだ 山田パンダ さよなら友よ 春を残して

88 やまだぱんだ 山田パンダ 風の街 窓辺

89 やまだみやこ 山田美也子 げんこつやまのたぬきさん くまのおかあさん

90 やまもとこーたろー 山本コータロー 岬めぐり あの日の僕でなく

91 やまもとじょうじ 山本譲二 旅の終りはお前さ 指（おやすみ）

92 やまもとじょうじ 山本譲二 夢おんな 上海空港

93 やまもとじょうじ 山本譲二 みちのくひとり旅 チェランサスの夢

94 やまもとじょうじ 山本譲二 海鳴り 冬ごよみ

95 やまもとじょうじ 山本譲二 ローリングストーン 馬鹿な男の物語

96 やまもとりんだ 山本リンダ こまっちゃうナ 海と山の歌

97 やまもとりんだ 山本リンダ どうにもとまらない 青い月夜は

98 やまもとりんだ 山本リンダ じんじんさせて 白い雨が降る

99 やまもとりんだ 山本リンダ 狂わせたいの もっといいことないの

## やや やや 夜霧のハウスマヌカン ギミギミタイム

1 ゆきさおり 由紀さおり 夜明けのスキャット バラのためいき

2 ゆきさおり 由紀さおり 手紙 女に生まれて悲しくて

3 ゆきさおり 由紀さおり 生きがい 手紙

4 ゆきさおり 由紀さおり この愛を永遠に ひとり言

5 ゆきさおり 由紀さおり う・ふ・ふ ワン・ディ

6 ゆきさおり 由紀さおり ふらりふられて 風恋歌

7 ゆきさおり 由紀さおり この愛を永遠に やせた女

8 ゆはらまさゆき 湯原昌幸 雨のバラード 今にわかるは

9 ゆみかおる 由美かおる だけど好きなの 星空のシェドン

1 よこはまぎんばえ 横浜銀蝿 ﾂｯﾊﾟﾘﾊｲｽｸｰﾙﾛｯｸﾝﾛｰﾙ 夕立ロックンロール

2 よこはまぎんばえ 横浜銀蝿 哀愁のワインディングロードスイートリトルキッス

3 よこはまぎんばえ 横浜銀蝿 お前サラサラサーファーガール
おいらテカテカロックンローラー

ｲｯﾂｵﾝﾘｰﾛｯｸﾝﾛｰﾙ集会のﾃｰﾏ

4 よこはまぎんばえ 横浜銀蝿 あせかきベソかきロックンロールラン 夜に抱かれてハイウェイ騎士

5 よこやまがくせい 横山岳精 日本を愛す 日本讃歌

6 よこやまみゆき 横山みゆき 終止符 少女の海

7 よしいくぞう 吉幾三 俺ら東京さ行ぐだー 故郷

8 よしいくぞう 吉幾三 雪国 薄化粧



9 よしいくぞう 吉幾三 ママ 三十才

10 よしだたくろう 吉田拓郎 たんぽぽ 隠恋慕

11 よしだたくろう 吉田拓郎 たえこマイラブ チークを踊ろう

12 よしだたくろう 吉田拓郎 結婚しようよ ある雨の日の情景

13 よしだたくろう 吉田拓郎 明日に向かって走れ ひとり想えば

14 よしだたくろう 吉田拓郎 となりの町のお嬢さん 流れる

15 よしだたくろう 吉田拓郎 今日までそして明日から ともだち

16 よしだたくろう 吉田拓郎 おにぎりにした悲しみは 花酔曲

17 よしだたくろう 吉田拓郎 外は白い雪の夜 ローリング30

18 よしだまり 吉田真梨 まっ赤な耳たぶ 元気ですか今はそれだけ

19 よしながさゆり 吉永小百合 若い二人の心斎橋 いとはん可愛いや

20 よしながさゆり 吉永小百合 伊豆の踊り子 花だより

21 よしながさゆり 吉永小百合 勇気あるもの 幸せが私を見つけた

22 よしながさゆり 吉永小百合 わたしは毬藻 想い出よさようなら

23 よせなべとりお よせなべトリオ 大きな恋の物語 よせなべ行進曲

1 らっつあんどすたー ラッツアンドスター め組のひと 彼氏になりたい

2 らぶましーん ラブマシーン お前は夢の中 オーケイコ

1 りがにーず リガニーズ 海は恋してる 花ちゃん

2 りゅうてつや 竜鉄也 奥飛騨慕情 せせらぎの宿

3 りゅうてつや 竜鉄也 紬の女 男の彼岸花

4 りゅうらいた 竜雷太 あの娘と暮したい 君と二人で

5 リリぃ リリィ 私は泣いてます 皮肉

6 リリぃ リリィ 心が痛い スプリング・ハズカ・ム

7 リリぃ リリィ ミス・キャロン・ターバット 心は夏に誘われて

8 りんりんらんらん リンリンランラン 恋のインディアン人形 赤い屋根のお家

1 るっく ルック ハローハロー 悲しきプリズナー

1 れいら レイラ サマーシーズン 乾いた砂

2 れもんとぅりー レモントゥリー あの素晴しい愛をもう一度 言葉にならない言葉

1 ろすいんでぃおす ロスインディオス 別れても好きな人 別れても好きな人（カラオケ）

2 ろすいんでぃおす ロスインディオス うそよ今夜も 恋の街神戸

3 ろすいんでぃおす ロスインディオス コモエスタ赤坂 コモエスタ赤坂（カラオケ）

4 ろすいんでぃおす ロスインディオス 別れても好きな人 それぞれの原宿

5 ろすいんでぃおす ロスインディオス 銀座の恋の物語 深夜旅情

1 わいるどわんず ワイルドワンズ 想いでの渚 ユアベイビー

2 わいるどわんず ワイルドワンズ あの雲といっしょに 花のヤングタウン

3 わだあきこ 和田アキ子 夜更けのレストラン 愛のノスタルジア

4 わだあきこ 和田アキ子 夏の夜のサンバ チャンスは三度

5 わだあきこ 和田アキ子 夜明けの夢 翼もないのに

6 わだあきこ 和田アキ子 貴方をひとりじめ 世の中さかさま

7 わだあきこ 和田アキ子 あの鐘をならすのはあなた 誰もいない朝

8 わだあきこ 和田アキ子 もう一度ふたりで歌いたい 日曜日のきまぐれ

9 わだあきこ 和田アキ子 コーラスガール まどろみの夜風に

10 わたなべとおる 渡辺徹 約束 青空よメモリー

11 わたなべはまこ 渡辺はま子・酒井弘 愛国の花 ああ紅の血は燃える

12 わたなべまちこ 渡辺真知子 ブルー 光るメロディー

13 わたなべまちこ 渡辺真知子 唇よ熱く君を語れ 海辺の昼下り

14 わたなべまちこ 渡辺真知子 かもめが翔んだ日 なのにあいつ

15 わたなべまちこ 渡辺真知子 迷い道 愛情パズル

16 わたなべまりな 渡辺満里奈 深呼吸して クリスマスが来るまえに

17 わたなべみさと 渡辺美里 ティーンエイギウォーク 素敵になりたい

18 わたなべみさと 渡辺美里 アイムフリー タフな気持ちで

19 わたなべみさと 渡辺美里 マイレボリューション みつめていたい

20 わたなべみなよ 渡辺美奈代 瞳に約束 少しおませな恋

21 わたなべみなよ 渡辺美奈代 雪の帰り道 うさぎの耳

22 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ 愛のふれあい 女心の唄

23 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ ふられ上手にほれ上手 あなたが欲しいの

24 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ お座敷小唄 マヒナのさのさ

25 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ 男ならやってみな 女ひとり旅

26 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ 銀座ブルース 東京の夜は楽し



27 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ 男の夜曲 憎い人だよ

28 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ 愛して愛して愛しちゃったのよ 泣き曜日

29 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ ウナセラディ東京 流れるままに

30 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ 泣かせるね 春愁

31 わだひろし 和田弘とﾏﾋﾅｽﾀｰｽﾞ 涙と雨にぬれて オータムイン東京

32 わたらせゆみ 渡良瀬由実 恋の旅路 踊ってよラストまで

33 わたりてつや 渡哲也 わかれ花 昭和仁義

34 わたりてつや 渡哲也 日暮れ坂 ふるさと灯り

35 わたりてつや 渡哲也 あいつ 郷愁

36 わたりてつや 渡哲也 酒は男の子守唄 ちいさな春

37 わたりてつや 渡哲也 妹へ 鳳仙花

38 わたりてつや 渡哲也 流氷の街 ほのあかり

39 わたりてつや 渡哲也 東京流れ者 ラテン街の夜

40 わたりてつや 渡哲也 ひとり 朝やけ

41 わたりてつや 渡哲也 くちなしの花 通りやんせ仁義

42 わたりてつや 渡哲也 みちづれ さすらい紀行

43 わたりてつや 渡哲也 あじさいの雨 夕陽

44 わらべ わらべ もしも明日が 昔むかしは

45 わらべ わらべ めだかの兄弟 春風の郵便屋さん


