
群馬菱の実会 カラオケ愛好会 成績表

大会回数 大会回数 大会回数

氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名

荒井昭三 89 浮草情話 荒井昭三 81 山 荒井昭三 ー

江川八郎 81 美しき天然 江川八郎 83 夜の銀ぎつね 江川八郎 93 きよしこの夜

大橋　浩 90 おしろい花 大橋　浩 89 ゆめかぜ 大橋　浩 93 情夜灯

栗原正吾 73 早春賦 栗原正吾 ー 栗原正吾 87 北国の春

境野賢治 90 少年時代 境野賢治 86 愛のままで 境野賢治 89 真夜中のギター

佐藤辰利 91 酒歴 佐藤辰利 75 河 佐藤辰利 88 振り向かないで

永沼進 90 帰り船 永沼進 91 古城 永沼進 91 さざんかの宿

永沼ひろ子 90 道頓堀川 永沼ひろ子 84 めおと雲 永沼ひろ子 85 橋

根岸利喜蔵 ー 根岸利喜蔵 ー 根岸利喜蔵 93 昔の名前で出ています

根岸佳代子 90 幸せはすぐそこに 根岸佳代子 85 いのちかぎり 根岸佳代子 88 人生みちずれ

野村隆一 93 月月火水金金 野村隆一 91 加藤隼戦闘機 堀米延秋 88 くちなしの花

金子吉男 88 宗右衛門町ブルース 金子吉男 79 昴 野村隆一 92 夢追い酒

斎藤慶蔵 72 青い背広で 大谷清輔 86 無酔い雪 金子吉男 89 名月赤城山

斎藤貞子 70 長良川 斎藤貞子 84 郡上恋歌 大谷清輔 78 人生みちずれ

   これは機械による採点結果です　　採点機　㈱第一興商製　を使用
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大会回数 大会回数 大会回数

氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名

荒井昭三 86 長良川艶歌 荒井昭三 83 年輪 荒井昭三 73 赤いハンカチ

江川八郎 86 星降る街かど 江川八郎 89 しおさいの詩 江川八郎 89 五番街のマリー

大橋　浩 93 こぼれ紅 大橋　浩 91 奥飛騨慕情 大橋　浩 91 恋えしずく

栗原正吾 83 親父の海 栗原正吾 85 北国の春 栗原正吾 89 帰って来いよ

境野賢治 88 襟裳岬 境野賢治 92 ちいさな日記 境野賢治 84 赤いスイートピー

佐藤辰利 93 夢の夢 佐藤辰利 89 また逢う日まで 佐藤辰利 88 三味線旅がらす

永沼進 86 紬の人 永沼進 86 北国の春 永沼進 90 さざんかの宿

永沼ひろ子 90 悲しい酒 永沼ひろ子 77 夫婦のみち 永沼ひろ子 85 悲しい酒

根岸利喜蔵 93 おんなのみち 根岸利喜蔵 ー 根岸利喜蔵 92 女のみち

根岸佳代子 89 恋瀬川 根岸佳代子 83 おんな雨 根岸佳代子 85 ふたりの舟唄

堀米延秋 86 くちなしの花 堀米延秋 76 君だけを 堀米延秋 75 君だけを

野村隆一 90 夢追い酒 柳内　孝行 84 中の島ブルース 柳内　孝行 85 前橋ブルース

金子吉男 86 ラブ・イズ・オーバ 野村隆一 65 ああ人生に涙あり 野村隆一 94 東京の灯よいつまでも

斎藤慶蔵 71 船頭小唄 斎藤慶蔵 62 旅の夜風 金子吉男 87 影を慕いて

斎藤貞子 80 湖畔の宿 斎藤貞子 84 別れのブルース 斎藤慶蔵 77 船頭小唄

斎藤貞子 68 みれん海峡
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大会回数 大会回数 大会回数

氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名

荒井昭三 87 浮草情話 荒井昭三 83 ー 荒井昭三 81 裏町酒場

江川八郎 89 女の宿 江川八郎 87 イヨマンテ 江川八郎 ー

大橋　浩 90 雪の川 大橋　浩 91 女に生れて 大橋　浩 94 情夜灯

栗原正吾 87 さざんカの宿 栗原正吾 85 ー 栗原正吾 69 早春賦

境野賢治 83 ジョニーへの伝言 境野賢治 87 涙そうそう 境野賢治 90 星の流れに

佐藤辰利 93 夫婦の旅 佐藤辰利 ー 佐藤辰利 89 人生みなと

永沼進 92 さざんかの宿 永沼進 87 伊豆の雨 永沼進 ー

永沼ひろ子 84 道頓掘川 永沼ひろ子 83 道頓掘川 永沼ひろ子 ー

根岸利喜蔵 88 中之島ブルース 根岸利喜蔵 92 君は心の妻ならば 根岸利喜蔵 92 宗右衛門町ﾌﾞﾙｰｽ

根岸佳代子 88 ふたりの舟歌 根岸佳代子 81 城ｹ島雨情 根岸佳代子 81 幸せはすくそこに

堀米延秋 86 くちなしの花 堀米延秋 89 くちなしの花 堀米延秋 87 くちなしの花

柳内　孝行 78 高校三年生 柳内　孝行 84 新潟ブルース 柳内　孝行 85 前橋ブルース

野村隆一 91 夢追い酒 野村隆一 92 夢追い酒 近藤正司 86 雨降る波止場

金子吉男 84 長崎は今日も雨だった 金子吉男 77 スバル 野村隆一 92 夢追い酒

斎藤慶蔵 64 帰り船 斎藤慶蔵 64 旅の夜風 金子吉男 82 星影のワルツ

斎藤貞子 68 命くれない 斎藤貞子 81 暗夜行路 斎藤慶蔵 67 湖畔の宿

斎藤貞子 72 恍惚のブルース
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大会回数 大会回数 大会回数

氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名

荒井昭三 84 人生劇場 荒井昭三 81 花笠道中 荒井昭三 ー

江川八郎 93 赤いﾗﾝﾌﾟの終列車 江川八郎 85 熱き心に 江川八郎 91 ロザリオの島

大橋　浩 93 ダンチョネ港町 大橋　浩 93 男のうそ 大橋　浩 92 無言坂

栗原正吾 86 与作 栗原正吾 76 君こそわが命 栗原正吾 ー ー

境野賢治 ー 境野賢治 88 東京キッド 境野賢治 ー

佐藤辰利 89 夢のゆめ 佐藤辰利 89 酒暦ニューバージョン 佐藤辰利 90 ふりむかないで

永沼進 ー 永沼進 91 紬の女 永沼進 86 北国の春

永沼ひろ子 ー 永沼ひろ子 86 不如帰 永沼ひろ子 87 悲しい酒

根岸利喜蔵 ー 根岸利喜蔵 93 細雪 根岸利喜蔵 90 おしどり

根岸佳代子 ー 根岸佳代子 81 おんなの波止場 根岸佳代子 90 おんなの山河

堀米延秋 84 くちなしの花 堀米延秋 89 くちなしの花 堀米延秋 83 新潟ブルース

柳内　孝行 86 前橋ブルース 柳内　孝行 ー 柳内　孝行 82 酒　よ

近藤正司 87 はまなす海岸 近藤正司 85 雨降る波止場 近藤正司 ー

飯塚　徹 84 昔の名前で出ています 飯塚　徹 84 夢追い酒 飯塚　徹 86 祝い船

長谷川正男 82 愛されて高崎
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大会回数 大会回数 大会回数

氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名

荒井昭三 78 港町涙町別れ町 荒井昭三 83 長良川艶歌 荒井昭三 78 細雪

江川八郎 85 君恋いし 江川八郎 81 長崎の女 江川八郎 82 雲よ風よ空よ

大橋　浩 ー 大橋　浩 ー 大橋　浩 88 路地灯り

栗原正吾 79 帰ってこいよ 栗原正吾 75 兄弟船 栗原正吾 74 木曽路の女

境野賢治 85 また逢う日まで 境野賢治 81 潮騒のメモリー 境野賢治 81 なごり雪

佐藤辰利 87 淡路の人よ 佐藤辰利 82 あやいろの恋 佐藤辰利 86 淡路の人よ

永沼進 88 別れ船 永沼進 88 湯の町エレジー 永沼進 86 名月赤城山

永沼ひろ子 74 不如帰 永沼ひろ子 85 橋 永沼ひろ子 85 不如帰

根岸利喜蔵 ー 根岸利喜蔵 86 目ン無い千鳥 根岸利喜蔵 87 コモエタ赤坂

根岸佳代子 83 あんたの花道 根岸佳代子 81 おんなの山河 根岸佳代子 77 おんなの山河

堀米延秋 ー 堀米延秋 ー 堀米延秋 ー

柳内　孝行 76 兄弟船 柳内　孝行 76 氷雨 柳内　孝行 ー

近藤正司 87 こころの絆 近藤正司 ー 近藤正司 87 情け雨

飯塚　徹 77 北国の春 飯塚　徹 72 高校三年生 飯塚　徹 79 リンゴ村から

長谷川正男 77 いくじなし 長谷川正男 71 足手まとい 山田好一 88 夫婦春秋
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大会回数 大会回数 大会回数

氏名 採点 曲名 氏名 採点  氏名 採点 曲名

荒井昭三 76 浮草情話 荒井昭三 85 長良川艶歌 荒井昭三 82 浮草情話

江川八郎 ー ー 江川八郎 80 長崎の女 江川八郎 78 桜花

大橋　浩 91 男のうそ 大橋　浩 89 ダンチョネ港町 大橋　浩 87 奥飛騨艶歌

栗原正吾 ー 栗原正吾 ー 栗原正吾 73 木曽路の女

境野賢治 84 オリビア 境野賢治 76 愛燦燦 境野賢治 83 少年時代

佐藤辰利 87 人生港 佐藤辰利 85 淡路の人よ 佐藤辰利 86 人生みなと

永沼進 84 酒よ 永沼進 86 湯の町エレジー 永沼進 84 水割り

永沼ひろ子 81 不如帰 永沼ひろ子 84 おんな坂 永沼ひろ子 84 悲しい酒

根岸利喜蔵 88 サーカスの歌 根岸利喜蔵 87 別れ船 根岸利喜蔵 85 昔の名前で出ています

根岸佳代子 81 おんなの山河 根岸佳代子 72 一声一代 根岸佳代子 79 幸せはすぐさこに

堀米延秋 ー 堀米延秋 ー 堀米延秋 79 くちなしの花

柳内　孝行 73 酒よ 柳内　孝行 84 抱擁 柳内　孝行 68 帰ってこいよ

近藤正司 ー 近藤正司 ー 近藤正司 87 おまえの子守唄

飯塚　徹 84 さざんかの宿 飯塚　徹 73 二つ島 飯塚　徹 81 夢追い酒

山田好一 85 雨の大阪 山田好一 88 旅鴉 山田好一 75 九段の母

これは機械による採点結果です　　 これは機械による採点結果です　　
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大会回数 大会回数 大会回数

氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名 氏名 採点 曲名

荒井昭三 69 裏町酒場 荒井昭三 76 浮草情話 荒井昭三 71 年輪

江川八郎 79 丘を越えて 江川八郎 60 我が人生に悔いはなし 江川八郎 78 高原の宿

大橋　浩 85 桜貝 大橋　浩 86 哀愁の街 大橋　浩 89 路地あかり

栗原正吾 73 木曽路の女 栗原正吾 ー 栗原正吾 ー

境野賢治 ー 境野賢治 80 北の旅人 境野賢治 77 あなたのすべてお

佐藤辰利 86 人生みなと 佐藤辰利 85 淡路の女 佐藤辰利 83 人生みなと

永沼進 83 紬の女 永沼進 85 名月赤城山 永沼進 81 北国の春

永沼ひろ子 81 悲しい酒 永沼ひろ子 77 佐渡情話 永沼ひろ子 79 悲しい酒

根岸利喜蔵 87 北国の春 根岸利喜蔵 ー 根岸利喜蔵 87 星影のワルツ

根岸佳代子 80 ふるさと銀河 根岸佳代子 80 一声一代 根岸佳代子 79 幸せもやい酒

堀米延秋 78 新潟ブルース 堀米延秋 78 くちなしの花 堀米延秋 77 新潟ブルース

柳内　孝行 69 神田川 柳内　孝行 76 細雪 柳内　孝行 70 細雪

近藤正司 81 おまえの子守唄 近藤正司 86 昭和の花 近藤正司 86 おまえの子守唄

飯塚　徹 73 北国の春 飯塚　徹 75 酒物語 飯塚　徹 83 夜泣きの鳥

山田好一 87 旅鴉 山田好一 83 女の宿 山田好一 79 雨の大阪

伊沢昭一郎 74 あああんた川 伊沢昭一郎 73 アメリカ橋

森　良雄 57 時代おくれ
これは機械による採点結果です　　 これは機械による採点結果です　　これは機械による採点結果です　　
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