
No YR    曲名  歌手 グループ 作詞 作曲 

1 62 いつでも夢を 橋幸夫、吉永小百合 佐伯孝夫   吉田正 

2 63 見上げてごらん夜の星を 坂本九 永六輔   いずみたく 

3 63 学園広場 舟木一夫 関沢新一   遠藤実 

4 63 ウエディングドレス 九重佑三子 永六輔    中村八大 

5 63 美しい十代 三田明 宮川哲夫   吉田正 

6 64 君だけを 西郷輝彦 水島哲  北原じゅん 

7 64 青春の城下町 梶光夫 西沢爽    遠藤実 

8 64 霧の中の少女 久保浩 佐伯孝夫   吉田正 

9 65 さよならはダンスの後に 倍賞千恵子 横井弘     小川寛興 

10 65 君といつまでも 加山雄三 岩谷時子   弾厚作 

11 66 お嫁においで 加山雄三 岩谷時子   弾厚作 

12 66 旅人よ 加山雄三 岩谷時子   弾厚作 

13 66 二人の銀座 和泉雅子、山内賢 永六輔 ザ・ベンチャーズ 

14 66 雨の中の二人 橋幸夫 宮川哲夫   利根一郎 

15 66 空に星があるように 荒木一郎 荒木一郎 

16 66 バラが咲いた マイク真木 浜口庫之助 

17 66 これが青春だ 布施明 岩谷時子 いずみたく 

18 66 いつまでもいつまでも ザ・サベージ 佐々木勉 

19 66 この手のひらに愛を ザ・サベージ 利根常昭 

20 66 思い出の渚 ザ・ワイルドワンズ 鳥塚茂樹   加瀬邦彦 

21 66 若者たち ザ・ブロード・サイド・フォー 藤田敏雄   佐藤勝 

22 66 星に祈りを ザ・ブロード・サイド・フォー 佐々木勉 

23 67 小指の思い出 伊東ゆかり 有馬三恵子 鈴木淳 

24 67 あなたのすべてを 伊東ゆかり     佐々木勉 

25 67 野バラ咲く路 市川染五郎（六代目）     市川染五郎 

26 67 この広い野原いっぱい 森山良子 小薗江圭子 森山良子 

27 69 禁じられた恋 森山良子 山上路夫 三木たかし 

28 67 ブルーシャトウ Ｊ・吉川とブルーコメッツ 橋本淳  井上忠夫 

29 68 さよならのあとで Ｊ・吉川とブルーコメッツ 橋本淳  筒美京平 

30 67 風が泣いている ザ・スパイダース 浜口庫之助 

31 67 バラ色の雲 ヴィレッジシンガーズ 橋本淳  筒美京平 

32 68 亜麻色の髪の乙女 ヴィレッジシンガーズ 橋本淳 すぎやまこういち 

33 67 真冬の帰り道 ザ・ランチャーズ 水島哲  喜多嶋修 

34 67 好きさ 好きさ 好きさ ザ・カーナビーツ カバー曲（イギリス）） 



35 67 君に会いたい ザ・ジャガーズ 清川正一 

36 67 僕のマリー ザ・タイガース 橋本淳 すぎやまこういち 

37 68 シーシーシー ザ・タイガース 安井かずみ 加瀬邦彦 

38 68 エメラルドの伝説 ザ・テンプターズ なかにし礼 村井邦彦 

39 68 海は恋してる ザ・リガニーズ 垣見源一郎 新田和長 

40 68 小さな日記 フォー・セインツ 原田晴子   落合和徳 

41 68 小さなスナック パープルシャドウズ 牧ミエコ   今井久 

42 68 ガールフレンド オックス 橋本淳    筒美京平 

43 68 長い髪の少女 ザ・ゴールデンカップス 橋本淳    鈴木邦彦 

44 68 恋の季節 ピンキーとキラーズ 岩谷時子 いずみたく 

45 68 グッド・ナイト・ベイビー ザ・キングトーンズ ひろまなみ  むつひろし 

46 68 今日も夢見る タイムセラーズ     川本優子 

47 68 遠い世界に 五つの赤い風船 西岡たかし 

48 68 なぜに二人はここに K とブルンネン 山上路夫  鈴木邦男 

49 68 悲しくてやりきれない フォーククルセダーズ サトーハチロー 加藤和彦 

50 68 戦争は知らない フォーククルセダーズ 寺山修司 加藤ヒロシ 

51 68 花のかおりに フォーククルセダーズ 北山修    加藤和彦 

52 68 天使の誘惑 黛ジュン なかにし礼 鈴木邦彦 

53 68 ゆうべの秘密 小川知子 タマイチコ 中州朗 

54 68 ブルー・ライト・ヨコハマ 石田あゆみ 橋本淳    筒美京平 

55 68 愛の奇跡 ヒデとロザンナ 中村小太郎 田辺信一 

56 69 白い色は恋人の色 ベッツイアンドクリス 北山修    加藤和彦 

57 69 さすらい人の子守歌 はしだのりひこ/シューベルツ 北山修    端田宣彦 

58 69 風 はしだのりひこ/シューベルツ 北山修    端田宣彦 

59 71 花嫁 はしだのりひこ/クライマクス 北山修 端田宣彦/坂庭省悟 

60 69 忘れたいのに モコ・ビーバー・オリーブ カバー曲（アメリカ） 

61 69 白いサンゴ礁 ズー・ニー・ブー 阿久悠    村井邦彦 

62 69 さよならは云わないで モダン・フォーク・フェローズ 落合和徳 

63 69 ある日突然 トワ・エ・モア 山上路夫   鈴木邦彦 

64 70 初恋の人に似ている トワ・エ・モア 北山修    加藤和彦 

65 71 虹と雪のバラード トワ・エ・モア 河邨文一郎 村井邦彦 

66 69 夜明けのスキャット 由紀さおり 山上路夫 いずみたく 

67 69 いまはもう誰も ウッディー・ウー 佐竹俊郎＊アリスがカバー 

68 69 人形の家 弘田三枝子 なかにし礼 川口真 

69 69 いいじゃないの幸せならば 佐良直美 岩谷時子 いずみたく 



70 69 フランシーヌの場合 新谷のり子 いまいずみあき 郷五郎 

71 69 白いブランコ ビリー・バンバン 小平なおみ  菅原進 

72 69 さよならをするために ビリー・バンバン 石坂浩二   坂田晃一 

73 69 悲しみは駆け足でやってくる アン真理子 アン真理子 中川克彦 

74 69 みんな夢の中 高田恭子  浜口庫之助 

75 69 友よ 岡林信康 岡林信康   岡林/鈴木孝雄 

76 69 あなたの心に 中山千夏 中山千夏   都倉俊一 

77 69 別れのサンバ 長谷川きよし    長谷川きよし 

78 70 戦争を知らない子供たち ジローズ 北山修    杉田二郎 

79 70 知床旅情 加藤登紀子 森繁久彌 

80 70 恋したら グリーメン 北山修    加藤和彦 

81 70 秋でもないのに 本田路津子 細野敦子 江波戸憲和 

82 71 風がはこぶもの 本田路津子 山上路夫   菅原進 

83 71 雨のバラード 湯原昌幸 こうじはるか 植田嘉靖 

84 71 また逢う日まで 尾崎紀世彦 阿久悠    筒美京平 

85 71 さらば涙と言おう 森田健作 阿久悠    鈴木邦彦 

86 71 17 才 南沙織 有馬三恵子   筒美京平 

87 71 色づく街 南沙織 有馬三恵子  筒美京平 

88 71 私の城下町 小柳ルミ子 安井かずみ    平尾昌晃 

89 72 瀬戸の花嫁 小柳ルミ子 山上路夫   平尾昌晃 

90 71 二人の世界 あおい輝彦 山田太一   木下忠司 

91 76 あなただけを あおい輝彦 大野真澄   常富嘉雄 

92 71 水色の恋 天地真理 田上えり 田上みどり 

93 72 ちいさな恋 天地真理 安井かずみ   浜口庫之助 

94 71 恋人もいないのに シモンズ 落合武司 西岡たかし 

95 71 翼をください 赤い鳥 山上路夫   村井邦彦 

96 71 あの素晴らしい愛をもう一度 加藤和彦、北山修 北山修   加藤和彦 

97 71 真夏の出来事  平山みき 橋本淳    筒美京平 

98 72 今日までそして明日から 吉田拓郎 吉田拓郎 

99 72 旅の宿 吉田拓郎 岡本おさみ 吉田拓郎 

100 73 結婚しようよ 吉田拓郎 吉田拓郎 

101 72 夜明けの停車場 石橋正次 丹古晴巳  叶弦大 

102 72 ケンとメリー～愛と風のように Buzz（バズ） 山中光弘  高橋信之 

103 72 ひまわりの小径 チェリッシュ 林春生   筒美京平 

104 72 白いギター チェリッシュ 林春生  馬飼野俊一 



105 72 学生街の喫茶店 ガロ 山上路夫 すぎやまこういち 

106 72 ひなげしの花 アグネス・チャン 山上路夫  森田公一 

107 72 太陽がくれた季節 青い三角定規  山川啓介 いずみたく 

108 73 赤い風船 浅田美代子 安井かずみ 筒美京平 

109 73 芽生え 麻丘めぐみ 千家和也  筒美京平 

110 73 心の旅 チューリップ    財津和夫 

111 74 青春の影 チューリップ（財津和夫）    財津和夫 

112 73 神田川 南こうせつとかぐや姫 喜多條忠 南こうせつ 

113 73 夢の中へ 井上陽水    井上陽水 

114 73 心もよう 井上陽水    井上陽水 

115 73 街の灯り 堺正章 阿久悠  浜圭介 

116 73 あなた 小坂明子    小坂明子 

117 73 風に吹かれていこう やまがたすみこ    山県すみ子 

118 73 みずいろの手紙 あべ静江 阿久悠  三木たかし 

119 73 ジョニーへの伝言 ペドロ＆カプリシャス 阿久悠   都倉俊一 

120 73 五番街のマリーへ 高橋真梨子 阿久悠   都倉俊一 

121 73 母に捧げるバラード 海援隊 武田鉄矢  海援隊 

122 73 同棲時代 大信田礼子 上村一夫  都倉俊一 

123 74 ふれあい 中村雅俊 山川啓介 いずみたく 

124 75 僕たちの旅 中村雅俊    小椋佳 

125 74 グッド・バイ・マイラブ アン・ルイス なかにし礼 平尾昌晃 

126 74 精霊流し グレープ    さだまさし 

127 75 無縁坂 グレープ    さだまさし 

128 74 岬めぐり 山本コータローとウ・エンド 山上路夫 山本コータロー 

129 74 結婚するって本当ですか ダ・カーポ 久保田広子 榊原政敏 

130 74 なごり雪 かぐや姫、イルカ    伊勢正三 

131 75 22 才の別れ 風    伊勢正三 

132 75 思い出まくら 小坂恭子    小坂恭子 

133 75 ロマンス 岩崎宏美 阿久悠   筒美京平 

134 75 時の過ぎゆくままに 沢田研二 阿久悠   大野克夫 

135 75 木綿のハンカチーフ 太田裕美 松本隆   筒美京平 

136 75 「イチゴ白書」をもう一度 ばんばひろふみ    荒井由実 

137 74 やさしさに包まれたなら 荒井由実    荒井由実 

138 75 あの日に帰りたい 荒井由実    荒井由実 

139 83 クリスマスイブ 山下達郎    山下達郎 


