
第3回カラオケフェスティバル2010 in キタオン　出場者／曲名一覧表

順番 出場者名 曲名 アーティスト名 順番 出場者名 曲名 アーティスト名 順番 出場者名 曲名 アーティスト名

1 浅野　悦子 また君に恋してる 坂本　冬美 1 小林　二千六 北海流し 芦川　るい 1 西川　トシ子 木曽路の雨 長保　有紀

2 東　　剛弘 川の流れを抱いて眠りたい 時任三郎 2 小山　美咲子 Trust 浜崎　あゆみ 2 西川　みさを 小さな春 都　はるみ

3 穴澤　真奈 やさしいキスをして DREAMS　COME　TRUE 3 坂下　真一 見上げてごらんよ夜の星を 坂本　九 3 西野　りつる 幸せの行方 山本　あき

4 阿部　笑子 達者でな 三橋　美智也 4 佐久間　健治 夫婦一生 北島　三郎 4 新田　英子 北陸本線冬の旅 永井　裕子

5 池畑　　勉 麗人草の歌 5 佐久間　美代子 酒とバラ 真木　柚布子 5 日登　光子 紅一輪 五代　夏子

6 石川　みち子 また君に恋してる 坂本　冬美 6 小原　三郎 浦河の夜 菅野　ゆたか 6 野沢　丑太郎 人恋酒場 三山　ひろし

7 伊藤　圭市 長崎の女 春日　八郎 7 佐藤　待子 雪しぐれ 夏木　あや子 7 野田　弘毅 サボテンの花 チューリップ

8 伊藤　紀子 海峡桟橋 井上　由美子 8 佐藤　美枝子 もくれん 南　かなこ 8 長谷川　勇大 奏 スキマスイッチ

9 井深　耕子 地上の星 中島　みゆき 9 重共　　武 こころ花 冠　　二郎 9 春木　政雄 終着駅は始発駅 北島　三郎

10 岩崎　昭雄 鶴の舞橋 成世　昌平 10 島　　玉希 一子 成世　昌平 10 響　　大 おしろい花 五木　ひろし

11 上田　敏勝 ギンギラギンにさりげなく 近藤　真彦 11 定塚　久乃 ラヴ・イズ・オーヴァー 欧陽　菲菲 11 船木　ツヨノ 北海おんな節 西尾　夕紀

12 太田　幸夫 おしろい花 五木　ひろし 12 白川　壽雄 風雪ながれ旅 北島　三郎 12 船木　眞樹子 黄昏ルンバ 真木　柚子

13 荻原　満祥 みちのくひとり旅 山本　譲二 13 須賀川　ちづる 宗谷はるかに 水田　竜子 13 古川　宏子 帰って来いよ 松村　和子

14 小倉　久美子 白い海峡 大月　みやこ 14 菅原　敏晃 冬のかげろう 角川　博 14 前田　賢宏 CHA-LA  HEAD-CHA-LA 影山　ヒロノブ

15 小野　香織 オナラ（オナラ・ワン） キムジヒョン 15 杉村　友枝 明日川 音羽　しのぶ 15 道下　和子 雨の旅人 秋元　順子

16 小野寺　次代 海ぶし 島津　あや 16 杉村　　勝 淡雪の橋 鏡　　伍郎 16 三塚　八千代 泣きたい夜 真　唯林

17 表　　貞子 バラ色の未来 森　昌子 17 杉本　美江子 珍島物語 天童　よしみ 17 南　左美子 酒とバラ 真木　柚布子

18 角田　忠勝 さざんかの宿 大川　栄策 18 鈴木　志女 一本勝負 中村　美津子 18 三輪　みどり 小さな春 都　はるみ

19 兼子　文人 Al most in love CHEMISTRY 19 鈴木　千里 男花女花 上杉　香織里 19 森　まなみ キッスは目にして ヴィーナス

20 鎌田　芳男 ふりむけば日本海 五木　ひろし 20 砂田　美津子 私が男に生れていたら 松川　未樹 20 保井　　博 女・こころ雨 アローナイツ木下あきら

21 河岸　利喜雄 ふりむけば日本海 五木　ひろし 21 住友　繁雄 雨に咲く花 井上　ひろし 21 安丸　卓磨 Baby'cuz u! Lead

22 川端　嘉子 銀木犀 林　あさみ 22 高橋　レイ子 平和な日々 チャ・ウンスク 22 山田　恵美子 周防灘 音羽　しのぶ

23 川原　盛弘 男鹿半島 北山　たけし 23 田中　利明 冬牡丹 鏡　五郎 23 吉田　国弘 寒桜 西方　裕之

24 神成　敏子 薄墨桜 石上　久美子 24 続橋　紀志子 浪花節だよ人生は 木村　友衛 24 若井　清一 人恋酒場 三山　ひろし

25 菅野　昭夫 雨酒場 香西　かおり 25 続橋　光義 櫻の花の散るごとく 細川　たかし

26 菊池　康介 望郷じょんがら 細川　たかし 26 堤　レイ子 蒼いバラの伝説 三代目コロムビア・ローズ

27 小池　喜美子 愛のエトランゼ 北原　ミレイ 27 寺崎　正昭 心枝 松島　進一郎

28 小玉　藤雄 旭川慕情 横内　　淳 28 寺村　久江 北のアカシヤ キム・ヨンジャ

29 小出所　博子 夢しずく 岡　ゆう子 29 外崎　清美 浪花川 三門　忠司

30 後藤　利子 紅一輪 五代　夏子 30 成田　　滋 人生夢太鼓 冠　　二郎

【前半の部／10:00～12:30】 【お昼の部／13:00～15:30】 【後半の部／15:30～17:30】


