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ジロウ

旅のイントロ人、一週間・４７都道府県巡り旅のイントロ人、一週間・４７都道府県巡り旅のイントロ人、一週間・４７都道府県巡り旅のイントロ人、一週間・４７都道府県巡り

≪コンセプト≫

・音楽と共に、東京駅を出発し７日間で４７都道府県を巡る旅をして頂くクイズです。

・チャレンジ企画なので、すべったらごめんなさい！

≪ルール①：出題形式≫

１．イントロクイズに正解すると、その曲を歌っている歌手の出身地の県庁所在地まで移動出来

　　ます。

２．複数の歌手が歌っている場合、全ての出身地から行きたい場所を選べます。

３．より多くの都道府県を訪問した人が優勝です。

４．旅行の期間は１０月９日　始発～１０月１５日　２３：５９　までです。

　　当該時間に達した人はそこで終了、残りの人でゲームを続けます。

５．１００問消化、または規定時間にて終了。

≪ルール②旅の仕方≫

１．全員、東京都（東京駅）からスタートします。

２．各都道府県の目的地（県庁所在地のある都市の駅）は下表参照。

３．目的地までのルートはYahoo!の路線検索を使い、最も「早い」移動手段で移動します。

※利用初期設定はすべて「有」です

移動手段：飛行機、新幹線、有料列車、普通列車、高速バス

　「飛行機」と「新幹線」は移動手段から外すことが出来ます。

※検索条件によっては「該当データなし」となる場合あり（２日間までが目安）

≪ルール③都道府県への訪問判断≫

１．目的地までに地上を通って通過した都道府県は「その県を訪問した」と見なします。

※飛行機の場合は地上にいる区間のみが「訪問」と見なします。

◆例：新大阪駅から新潟駅までの移動で訪問できる都道府県

・飛行機の場合：大阪府、兵庫県、新潟県・・・移動時間：３時間８分

・新幹線の場合：大阪府、京都府、滋賀県、岐阜県、愛知県、静岡県、神奈川県、東京都

　　　　　　　　埼玉県、群馬県、新潟県・・移動時間：４時間１６分

・有料特急の場合：大阪府、京都府、滋賀県、福井県、石川県、富山県、新潟県

　　　　　　　　兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県・・移動時間：６時間３４分

≪ルール④「あいのり宣言」について≫

１．「あいのり宣言」をすると、正解者の目的地の都道府県に「訪問した」とみなします。

２．「あいのり宣言」はひとり２回まで。

≪ルール⑤：補足≫

１．２押しあり。

２．誤答：その場で６時間経過します（次の問題は参加可）。

３．現在いる場所のアーティストは選べません（アーティストが１人の場合は除く）

４．各都道府県出身者の出題数は同一ではありません（都会が多め）

　　複数の人がいるアーティストの出題がほとんどですが、出身者が少ない県はソロも出ます。

５．誤答などでスルーとなった場合は、選択できる訪問地は次問題にプールされます。

６．高速バス路線は経由が不明な場合が多い為、最短距離のルートとします(NEXCO西日本距離検索を使用)

■目的地一覧

都道府県 目的地（駅） 都道府県 目的地（駅） 都道府県 目的地（駅） 都道府県 目的地（駅）

北海道 札幌 東京都 東京 滋賀県 大津 徳島県 徳島

青森県 新青森 神奈川県 新横浜 京都府 京都 愛媛県 松山

秋田県 秋田 山梨県 甲府 奈良県 奈良 高知県 高知

岩手県 盛岡 新潟県 新潟 大阪府 新大阪 福岡県 博多

宮城県 仙台 長野県 長野 和歌山県 和歌山 大分県 大分

山形県 山形 静岡県 静岡 兵庫県 新神戸 佐賀県 佐賀

福島県 福島 愛知県 名古屋 岡山県 岡山 長崎県 長崎

茨城県 水戸 岐阜県 岐阜 鳥取県 鳥取 熊本県 熊本

栃木県 宇都宮 三重県 津 島根県 松江 宮崎県 宮崎

群馬県 新前橋 富山県 富山 広島県 広島 鹿児島県 鹿児島

埼玉県 大宮 石川県 金沢 山口県 新山口 沖縄県 那覇空港

千葉県 千葉 福井県 福井 香川県 高松



■旅クイズ正解

問 曲名 アーティスト 出身地

なかざわ けんじ あかしお まさき

1 中沢堅司 赤塩正樹

長野県長野県長野県長野県 長野県

さんぷらざなかの ぱっぱらーかわい ふぁんきーすえよし ばーべきゅーわさだ

2 サンプラザ中野 パッパラー河合 ファンキー末吉 バーベQ和佐田

山梨県山梨県山梨県山梨県 千葉県千葉県千葉県千葉県 香川県香川県香川県香川県 京都県京都県京都県京都県

わたせまき ひらかわたつや かわぞえともひさ こやなぎまさのり

3 渡瀬マキ 平川達也 川添智久 小柳昌法

三重県三重県三重県三重県 静岡県静岡県静岡県静岡県 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 静岡県

さわだけんじ きしべいっとく かはしかつみ もりもとたろう ひとみみのる

4 沢田 研二 岸部 一徳 加橋 かつみ 森本 太郎 瞳 みのる

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 京都府京都府京都府京都府 大阪府大阪府大阪府大阪府 京都府 京都府

ふじわら もとお ますかわ ひろあき なおい よしふみ ます ひでお

5 sailing day BUMP OF CHICKEN 藤原 基央 増川 弘明 直井 由文 升 秀夫

秋田県秋田県秋田県秋田県 千葉県千葉県千葉県千葉県 千葉県 千葉県

みやざわかずふみ ひさいしじょう

6 宮沢和史 久石譲

山梨県山梨県山梨県山梨県 長野県長野県長野県長野県

とよさきあき ひかさようこ さとうさとみ ことぶきみなこ たけたつあやな

7 豊崎愛生 日笠陽子 佐藤聡美 寿美菜子 竹達彩奈

徳島県徳島県徳島県徳島県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 宮城県宮城県宮城県宮城県 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

なかしまみか おおしまみゆき むらかみともこ くろさわかずこ

8 中島 美嘉 大島美幸 村上知子 黒沢かずこ

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 栃木県栃木県栃木県栃木県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 茨城県茨城県茨城県茨城県

いしのたっきゅう ぴえーるたき すなはらよしのり

9 N.O. 電気グルーヴ 石野卓球 ピエール瀧 砂原良徳

静岡県静岡県静岡県静岡県 静岡県 北海道北海道北海道北海道

うちむらてるよし ちあき うどすずき

10 GREEN MAN ポケットビスケッツ 内村 光良 千秋 ウド 鈴木

熊本県熊本県熊本県熊本県 京都府京都府京都府京都府 山形県山形県山形県山形県

こばやしさちこ みきかつひこ

11 もしかしてPartⅡ 小林幸子・美樹克彦 小林幸子 美樹克彦

新潟県新潟県新潟県新潟県 京都府京都府京都府京都府

ぐれーとたかはら らびっとおおもり すぴーどたかはし すりるすぎはら ぱわーかつの はにーともこ あいひろみ さにーなおこ

12 完全無欠のロックンローラー アラジン グレート高原 ラビット大森 スピード高橋 スリル杉原 パワー勝野 ハニー智子 アイ寛美 サニー尚子 アラリン

富山県富山県富山県富山県 富山県 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 愛知県愛知県愛知県愛知県 岐阜県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県

かーるすもーきーいしい じぇーむすおのだ じょぶりんとくのう ふらっしゅかねこ

13 浪漫飛行 米米CLUB
カールスモーキー石井 ジェームス小野田 BON Be ジョプリン得能 RYO-J フラッシュ金子

Swing Sue・MARI Suzie Sue・MINAKO

茨城県茨城県茨城県茨城県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 神奈川県 東京都東京都東京都東京都 東京都 福岡県福岡県福岡県福岡県 千葉県千葉県千葉県千葉県 茨城県 茨城県

やまだ しんたろう もり こうへい まつおか たくや

14 ヤンバルクイナが飛んだ サーターアンダギー 山田親太朗 森公平 松岡卓弥

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

くろだ しゅんすけ こぶち けんたろう

15 ここにしか咲かない花 コブクロ 黒田俊介 小渕健太郎

大阪府大阪府大阪府大阪府 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

はしもと えりこ ふくおか あきこ たかはし くみこ

16 シャングリラ チャットモンチー 橋本 絵莉子 福岡 晃子 高橋 久美子

徳島県徳島県徳島県徳島県 徳島県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

あんどう まさひろ ほんだまさと のりたけ ひろゆき いずみ ひろたか すとう みつる

17 Truth 1991 T-SQUARE 安藤 正容 本田 雅人 則竹 裕之 和泉 宏隆 須藤 満

愛知県愛知県愛知県愛知県 高知県高知県高知県高知県 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 東京都東京都東京都東京都 山形県山形県山形県山形県

18 青森駅 マニ☆ラバ ユッキ→ はるよピ NAKANO

青森県青森県青森県青森県 青森県 山口県山口県山口県山口県

ちば りょうへい たちばな けいた おがた りゅういち

19 Forever Memories w-inds. 千葉 涼平 橘 慶太 緒方 龍一

北海道北海道北海道北海道 福岡県福岡県福岡県福岡県 北海道

わたりてつや

20 みちづれ 渡哲也 渡哲也

島根県島根県島根県島根県

みなみこうせつ いせしょうぞう やまだぱんだ

21 妹 かぐや姫 南こうせつ 伊勢正三 山田パンダ

大分県大分県大分県大分県 大分県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

おだ かずまさ すずき やすひろ しみず ひとし おおま じろー まつお かずひこ 

22 さよなら オフコース 小田和正 鈴木康博 清水仁 大間ジロー 松尾一彦

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 静岡県静岡県静岡県静岡県 大阪府大阪府大阪府大阪府 秋田県秋田県秋田県秋田県 秋田県

くわた けいすけ せきぐち かずゆき まつだ ひろし はら ゆうこ のざわ ひでゆき おおもり たかし

23 Bye Bye My Love サザンオールスターズ 桑田佳祐 関口和之 松田弘 原由子 野沢秀行 大森隆志

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 新潟県新潟県新潟県新潟県 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 神奈川県 東京都東京都東京都東京都 岡山県岡山県岡山県岡山県

にしじま こずえ まつふじ ゆり

24 くるりくるり ナナムジカ 西島梢 松藤由里

富山県富山県富山県富山県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

さかがみじろう かわにし こういち おくだ たみお てしま いさむ あべ よしはる

25 デーゲーム 坂上二郎とユニコーン 坂上 二郎 川西幸一 奥田民生 手島いさむ EBI 阿部義晴

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 広島県広島県広島県広島県 広島県 愛知県愛知県愛知県愛知県 広島県 山形県山形県山形県山形県

よしだ みわ なかむら まさと にしかわ たかひろ

26 I miss you MISIA+DCT MISIA 吉田 美和 中村正人 西川 隆宏

長崎県長崎県長崎県長崎県 北海道北海道北海道北海道 東京都東京都東京都東京都 北海道

ふじもりしんご あやまんかんとく

27 夏あげモーション 藤森慎吾とあやまんJAPAN 藤森 慎吾 あやまん監督
ファンタジスタさくらだ

ルーキタエ

長野県長野県長野県長野県 群馬県群馬県群馬県群馬県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 東京都東京都東京都東京都

28 上・京・物・語 シャ乱Q つんく♂ はたけ まこと たいせい しゅう

大阪府大阪府大阪府大阪府 和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 大阪府 大阪府 大阪府

なんばら きよたか あまのひろゆき

29 Bye-Bye ブラックビスケッツ 南原清隆 天野 ひろゆき ビビアン・スー ケディ

香川県香川県香川県香川県 愛知県愛知県愛知県愛知県 台湾 中国

きたがわ だいすけ たけしま ひろし やまうち けいすけ

30 恋の摩天楼 イケメン3 北川大介 竹島宏 山内惠介

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 福井県福井県福井県福井県 福岡県福岡県福岡県福岡県

31 NEO UNIVERSE L’arc-en-Ciel hyde ken tetsuya yukihiro

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 滋賀県 千葉県千葉県千葉県千葉県

せんまさお

32 北国の春 千昌夫 千昌夫

岩手県岩手県岩手県岩手県

たかはしかつのり なかまゆきえ

33 愛してる 高橋克典 with 仲間由紀恵 高橋克典 仲間由紀恵

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

ばんどうえいじ くのまこと・たんのみどり

34 燃えよドラゴンズ2000 板東英二 with CBCアナウンサーズ 板東英二 久野誠・丹野みどりなど

徳島県徳島県徳島県徳島県 愛知県愛知県愛知県愛知県 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 三重県三重県三重県三重県

うるしざかみさお

35 Around The World MONKEY MAJIK
メイナード・プラント ブレイズ・プラント

tax DICK 漆坂ミサオ

カナダ カナダ 宮城県宮城県宮城県宮城県 北海道北海道北海道北海道 青森県青森県青森県青森県

なかやまみほ おかもとまよ

36 未来へのプレゼント 中山美穂with mayo 中山美穂 岡本真夜

東京都東京都東京都東京都 高知県高知県高知県高知県

じん みずほ おおくらさとこ もりや ひとみ 

37 冷凍みかん GTP 神 瑞穂 大倉沙斗子 守谷 瞳

青森県青森県青森県青森県 静岡県静岡県静岡県静岡県 茨城県茨城県茨城県茨城県

つるやはなまる いたや ゆか

38 SO.TA.I SOUTH END×YUKA 鶴屋華丸 おタコ・プー 板谷由夏

福岡県福岡県福岡県福岡県 熊本県熊本県熊本県熊本県 福岡県福岡県福岡県福岡県

しむら まさひこ かなざわ だいすけ かとう しんいち やまうち そういちろう

39 銀河 フジファブリック 志村正彦 金澤ダイスケ 加藤慎一 山内総一郎

山梨県山梨県山梨県山梨県 茨城県茨城県茨城県茨城県 石川県石川県石川県石川県 大阪府大阪府大阪府大阪府

やまもとじゅんこ やまもと としひこ おおかわしげる ひらやまやすよ ごとうえつじろう わたなべとしゆき まつだこういち おおむらけんじ むらかみしゅういち

40 I WOULD GIVE YOU ANYTHING 赤い鳥 山本潤子 山本俊彦 大川茂 平山泰代 後藤悦治郎 渡辺俊幸 松田幸一 大村 憲司 村上“ポンタ”秀一

 (翼をください 英語版) 奈良県奈良県奈良県奈良県 大阪府大阪府大阪府大阪府 三重県三重県三重県三重県 広島県広島県広島県広島県 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 愛知県愛知県愛知県愛知県 富山県富山県富山県富山県 兵庫県 兵庫県

なかたやすたか

41 more more more capsule 中田ヤスタカ こしじまとしこ

石川県石川県石川県石川県 石川県

あべさだお くどう かんくろう むらすぎ せみのすけ みながわ さるとき こぞの りゅういち みやけ ひろき とみざわ たく

42 君にジュースを買ってあげる グループ魂 阿部 サダヲ 宮藤 官九郎 村杉 蝉之介 皆川 猿時 小園 竜一 三宅 弘城 富澤 タク

千葉県千葉県千葉県千葉県 宮城県宮城県宮城県宮城県 群馬県群馬県群馬県群馬県 福島県福島県福島県福島県 千葉県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 福島県

しもじ まさあき あごう みきお

43 指輪 navy&ivory 下地正晃 吾郷水木生

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 島根県島根県島根県島根県

よしだ まさみ

44 無縁坂 グレープ さだ まさし 吉田 正美

長崎県長崎県長崎県長崎県 新潟県新潟県新潟県新潟県

しいなりんご はたとしき かめだせいじ うきぐも いざわいちよう ひらまみきお えいちぜっとえむ

45 群青日和 東京事変 椎名 林檎 刄田綴色 亀田 誠治 浮雲 伊澤 一葉 晝海幹音 H是都M

福岡県福岡県福岡県福岡県 島根県島根県島根県島根県 アメリカ 千葉県千葉県千葉県千葉県 岡山県岡山県岡山県岡山県 北海道北海道北海道北海道 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

てんどうよしみ

46 大ちゃん数え唄 吉田よしみ 天童よしみ

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

あさかゆい おおにしゆか なかむらゆま

47 Remember 風間三姉妹 浅香唯 大西結花 中村由真

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 大阪府大阪府大阪府大阪府 東京都東京都東京都東京都

いこま りな いちき れな いのうえ さゆり いわせ ゆみこ さいとう ゆうり さくらい れいか しらいし まい たかやま かずみ なかだ かな にしの ななせ はしもと ななみ はたなか せいら ほしの みなみ

48 おいでシャンプー 乃木坂46 生駒里奈 市來 玲奈 井上 小百合 岩瀬祐美子 斉藤優里 桜井玲香 白石麻衣 高山一実 中田花奈 西野七瀬 橋本奈々未 畠中清羅 星野みなみ

秋田県秋田県秋田県秋田県 千葉県千葉県千葉県千葉県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 埼玉県 東京都東京都東京都東京都 東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 千葉県 埼玉県 大阪府大阪府大阪府大阪府 神奈川県 大分県大分県大分県大分県 千葉県

まつむら さゆり

  
みやざわ せいら

松村沙友理 宮澤成良 

大阪府 千葉県

いなば こうし まつもと たかひろ

49 BAD COMMUNICATION B’z 稲葉 浩志 松本 孝弘

岡山県岡山県岡山県岡山県 大阪府大阪府大阪府大阪府

50 ジェットにんぢん GO!GO!7188 ユウ アッコ ターキー

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 鹿児島県 香川県香川県香川県香川県

おんだ よしひと いがらし こうた

51 Over Drive JUDY AND MARY YUKI TAKUYA 恩田快人 五十嵐公太

北海道北海道北海道北海道 京都府京都府京都府京都府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

はせべ ゆう たきもと みおり いわさきまい

52 恋のマイアヒ 長谷部優+瀧本美織+岩崎舞 長谷部優 瀧本美織 岩崎舞

(日本語バージョン) 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 長崎県長崎県長崎県長崎県

しみずしょうた かとうみりや

53 FOREVER LOVE 清水翔太×加藤ミリヤ 清水翔太 加藤ミリヤ

大阪府大阪府大阪府大阪府 愛知県愛知県愛知県愛知県

つちや れお ひきち ようすけ あらい けんいち かとう よしゆき かのう たかまさ おくむら まさよし

54 七転び八起き RAG FAIR 土屋 礼央 引地 洋輔 荒井 健一 加藤 慶之 加納 孝政 奥村 政佳

東京都東京都東京都東京都 福島県福島県福島県福島県 宮城県宮城県宮城県宮城県 東京都 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 大阪府大阪府大阪府大阪府

たけうちまりや

55 駅 竹内まりや 竹内まりや

島根県島根県島根県島根県

くさの まさむね みわ てつや たむら あきひろ さきやま たつお

56 楓 スピッツ 草野マサムネ 三輪テツヤ 田村明浩 崎山龍男

福岡県福岡県福岡県福岡県 静岡県静岡県静岡県静岡県 静岡県 栃木県栃木県栃木県栃木県

シーサイド・バウンド ザ・タイガース

想い出がいっぱい

-the 21st century-

大きな玉ねぎの下で

H2O

爆風スランプ

BELIEVE IN LOVE LINDBERG

I DON'T KNOW MICA 3 CHU

旅立ちの時 宮沢和史with久石譲

ごはんはおかず 放課後ティータイム



問 曲名 アーティスト 出身地

まついなおみ いくたえつこ こやなぎみゆき

57 大きな恋の物語 よせなべトリオ 松居直美 生田悦子 小柳みゆき

茨城県茨城県茨城県茨城県 福岡県福岡県福岡県福岡県 東京都東京都東京都東京都

おおや まさな おの はるか きざき ゆりあ きのした ゆきこ くわばら みずき すだ あかり ひらまつ かなこ まつい じゅりな まつい れな やがみ くみ おぎそ しおり たかやなぎ あかね たかやなぎ あかね

58 オキドキ SKE48 大矢 真那 小野 晴香 木﨑 ゆりあ 木下 有希子 桑原 みずき 須田 亜香里 平松 可奈子 松井 珠理奈 松井 玲奈 矢神 久美 小木曽 汐莉 高柳 明音 秦 佐和子

愛知県愛知県愛知県愛知県 大分県大分県大分県大分県 愛知県 愛知県 高知県高知県高知県高知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 愛知県 大阪府大阪府大阪府大阪府

かねこ しおり きもと かのん はら みなみ

金子 栞 木本 花音 原 望奈美

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 愛知県 愛知県

ひむろきょうすけ ほていともやす まついつねまつ たかはしまこと

59 B BLUE BOOWY 氷室 京介 布袋 寅泰 松井 常松 高橋 まこと

群馬県群馬県群馬県群馬県 群馬県 群馬県 福島県福島県福島県福島県

60 残酷な天使のテーゼ GLAY TERU TAKURO HISASHI JIRO 

(We Love Happy Swing Live ver.) 北海道北海道北海道北海道 北海道 青森県青森県青森県青森県 北海道

ひが えいしょう しまぶくろ まさる うえち ひとし あかしやさんま はざまかんぺい むらかみじょーじ じみーおおにし みやさこひろゆき ほとはらとおる かわたひろき

61 笑顔のまんま BEGIN with アホナスターズ 比嘉栄昇(BEGIN) 島袋優(BEGIN) 上地等(BEGIN) 明石家 さんま 間 寛平 村上 ショージ ジミー大西 宮迫 博之 蛍原徹 川田広樹 ゴリ タカ トシ

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 沖縄県 沖縄県 奈良県奈良県奈良県奈良県 高知県高知県高知県高知県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 大阪府大阪府大阪府大阪府 大阪府 大阪府 沖縄県 沖縄県 北海道北海道北海道北海道 北海道

はまぐち つかさ あたか みはる

62 また逢える… KIX.S 浜口司 安宅美春

大阪府大阪府大阪府大阪府 石川県石川県石川県石川県

すがわらたくろう たき よしみつ なかむら かずひこ

63 Black Market Blues 9mm Parabellum Bullet 菅原 卓郎 滝 善充 中村 和彦 かみじょうちひろ

山形県山形県山形県山形県 茨城県茨城県茨城県茨城県 宮城県宮城県宮城県宮城県 長野県長野県長野県長野県

しみず くにあき はらだ のぶろう

64 赤とんぼの唄 あのねのね 清水 國明 原田 伸郎

福井県福井県福井県福井県 京都府京都府京都府京都府

さいとう ひとみ むらためぐみ おおたに まさえ しばたあゆみ

65 香水 メロン記念日 斉藤瞳 村田 めぐみ 大谷雅恵 柴田 あゆみ

新潟県新潟県新潟県新潟県 宮城県宮城県宮城県宮城県 宮崎県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

みやこはるみ おかちあき

66 浪花恋しぐれ 都はるみ・岡千秋 都はるみ 岡千秋

京都府京都府京都府京都府 岡山県岡山県岡山県岡山県

おおた あいか くらもち あすか こじま はるな さしはら りの しのだまりこ たかじょうあき たはなしみなみ まえだあつこ いたのともみ おおしまゆうこ きくちあやか みねぎしみなみ みやざわさえ

67 Everyday、カチューシャ AKB48 多田 愛佳 倉持 明日香 小嶋 陽菜 指原 莉乃 篠田 麻里子 高城 亜樹 高橋 みなみ 前田 敦子 板野 友美 大島 優子 菊地 あやか 峯岸 みなみ 宮澤 佐江

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 埼玉県 大分県大分県大分県大分県 福岡県福岡県福岡県福岡県 東京都東京都東京都東京都 東京都 千葉県千葉県千葉県千葉県 神奈川県 栃木県栃木県栃木県栃木県 東京都 東京都 東京都

よこやまゆい かさいともみ かしわぎゆき きたはら りえ きたはら りえ さとうすみれ ますだ ゆか みやざき みほ わたなべまゆ まついじゅりな まついれな やまもと さやか わたなべ みゆき

横山 由依 河西 智美 柏木 由紀 北原 里英 小森 美果 佐藤 すみれ 増田 有華 宮崎 美穂 渡辺 麻友 松井 珠理奈 松井 玲奈 山本 彩 渡辺 美優紀

京都府京都府京都府京都府 東京都 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 愛知県愛知県愛知県愛知県 愛知県 埼玉県 大阪府大阪府大阪府大阪府 東京都 埼玉県 愛知県 愛知県 大阪府 奈良県奈良県奈良県奈良県

いのうえようすい たまき こうじ やはぎ わたる たけざわ ゆたか ろくど はるよし たなか ゆうじ

68 夏の終わりのハーモニー 井上陽水・安全地帯 井上陽水 玉置浩二 矢萩渉 武沢豊 六土開正 田中裕二

福岡県福岡県福岡県福岡県 北海道北海道北海道北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

69 Rising Sun EXILE HIRO MATSU USA MAKIDAI ATSUSHI AKIRA TAKAHIRO KENCHI KEIJI TETSUYA NESMITH SHOKICHI NAOTO

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 神奈川県 神奈川県 神奈川県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 静岡県静岡県静岡県静岡県 長崎県長崎県長崎県長崎県 神奈川県 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 神奈川県 熊本県熊本県熊本県熊本県 北海道北海道北海道北海道 埼玉

NAOKI

千葉県千葉県千葉県千葉県

くに

70 遥か GReeeeN HIDE navi 92 SOH

大阪府大阪府大阪府大阪府 宮城県宮城県宮城県宮城県 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

たなはし しずお とうごう たろう みさき いっぺい ちこ ほんま ごとう りゅうじ

71 別れても好きな人 ロス・インディオス＆シルビア 棚橋静雄 東郷太郎 三崎一平 チコ・本間 後藤隆次 シルビア

東京都東京都東京都東京都 福島県福島県福島県福島県 高知県高知県高知県高知県 東京都 東京都 大阪府大阪府大阪府大阪府

ばん とみこ おおわたり りょう ながお だい

72 Oasis Do As Infinity 伴 都美子 大渡 亮 長尾 大

熊本県熊本県熊本県熊本県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 千葉県千葉県千葉県千葉県

しらとり ゆり きむらまどか ささがわ あやな くわたに なつこ やまかわ ことみ あさくら あずみ いとう しずか かんだあけみ ばんどう あい わたなべ あけの でぐち まみ のなかあい

73 ハッピー☆マテリアル 麻帆良学園中等部2-A 白鳥 由里 木村 まどか 笹川 亜矢奈 桑谷 夏子 山川 琴美 浅倉 杏美 伊藤 静 神田 朱未 板東 愛 渡辺 明乃 出口茉美 HAZUKI 野中 藍

(31人バージョン) 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 福島県福島県福島県福島県 新潟県新潟県新潟県新潟県 東京都東京都東京都東京都 北海道北海道北海道北海道 神奈川県 東京都 愛知県愛知県愛知県愛知県 静岡県静岡県静岡県静岡県 千葉県千葉県千葉県千葉県 三重県三重県三重県三重県 長崎県長崎県長崎県長崎県 福岡県福岡県福岡県福岡県

いしげ さわ こばやしゆう ほりえゆい おおまえ あかね さくま みほ たかもと めぐみ しらいし りょうこ こばやし みさ かのう まり かどわき まい しむら ゆみ まつおか ゆき

石毛 佐和 小林ゆう 堀江 由衣 大前 茜 佐久間 未帆 高本 めぐみ 白石 涼子 小林美佐 こやま きみこ 狩野 茉莉 門脇 舞以 志村 由美 松岡 由貴

千葉県 東京都 東京都 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 岡山県岡山県岡山県岡山県 千葉県 奈良県奈良県奈良県奈良県 千葉県 徳島県徳島県徳島県徳島県 東京都 東京都 山梨県山梨県山梨県山梨県 大阪府大阪府大阪府大阪府

のと まみこ あいざわ まい みながわ じゅんこ いのうえなおみ いのくちゆか

能登 麻美子 相沢 舞 皆川 純子 井ノ上ナオミ 猪口有佳

石川県石川県石川県石川県 東京都 茨城県茨城県茨城県茨城県 東京都 福岡県

ささき おさむ あきやま ひろのり わたなべ たかやす かしやま けい

74 ESCAPE MOON CHILD 佐々木収 秋山浩徳 渡辺崇尉 樫山圭

岩手県岩手県岩手県岩手県 千葉県千葉県千葉県千葉県 東京都東京都東京都東京都 和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

なーご きたはら まさひこ がもー やなか あつし おき ゆういち かわかみ つよし かとう たかし おおもり はじめ もてぎ きんいち ひやむた たつゆき

75 銀河と迷路 東京スカパラダイスオーケストラ NARGO 北原雅彦 GAMO 谷中敦 沖祐市 川上つよし 加藤隆志 大森はじめ 茂木欣一 冷牟田竜之

東京都東京都東京都東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 北海道北海道北海道北海道 東京都 大阪府大阪府大阪府大阪府 東京都 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 東京都 東京都 福岡県福岡県福岡県福岡県

きはらさとみ よねみつみほ しのはらりょうこ かわむらちさ あないゆうこ やぎたまい いちいゆり

76 放課後はいつもパーティー 東京パフォーマンスドール 木原 さとみ 米光 美保 篠原 涼子 川村知砂 穴井 夕子 八木田 麻衣 市井 由理

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 広島県広島県広島県広島県 群馬県群馬県群馬県群馬県 愛知県愛知県愛知県愛知県 大分県大分県大分県大分県 東京都東京都東京都東京都 千葉県千葉県千葉県千葉県

ほそのはるおみ いまわのきよしろう さかもとふゆみ

77 夜空の誓い HIS 細野 晴臣 忌野 清志郎 坂本 冬美

東京都東京都東京都東京都 東京都 和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

あおい そら あさみ ゆま おがわ あさみ さやま あい にしの しょう はつね みのり よしざわ あきほ あんどう あいか かわむら りか きざき じぇしか さくらぎ りん おぐら はるか

78 バナナ・マンゴー・ハイスクール 恵比寿マスカッツ 蒼井 そら 麻美 ゆま 小川 あさ美 佐山 愛 西野 翔 初音 みのり 吉沢 明歩 Rio 安藤 あいか 川村 りか 希崎 ジェシカ 桜木 凜 小倉 遥

東京都東京都東京都東京都 群馬県群馬県群馬県群馬県 東京都 東京都 静岡県静岡県静岡県静岡県 富山県富山県富山県富山県 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 東京都

かわむら えな ながさく あいり やまぐち まなみ かすみ かほ みさき みゆ さくらここみ ふじうら めぐ うえはら かえら きりはら えりか

川村 えな 永作 あいり 山口 愛実 かすみ 果穂 KONAN 美咲 みゆ 桜ここみ みひろ かすみ りさ 藤浦 めぐ 上原カエラ 桐原 エリカ

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 茨城県茨城県茨城県茨城県 大阪府大阪府大阪府大阪府 千葉県千葉県千葉県千葉県 大阪府 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 島根県島根県島根県島根県 新潟県新潟県新潟県新潟県 北海道北海道北海道北海道 東京都 東京都 東京都

きょうこ やまざき まさよし おかもと さだよし さとうようすけ はじめちとせ おおはし たくや ときた しんたろう

79 惑星タイマー 福耳 杏子 山崎 まさよし スガ シカオ 岡本定義(COIL) 佐藤洋介(COIL) 元 ちとせ 大橋 卓弥 常田 真太郎 あらき ゆうこ

長野県長野県長野県長野県 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 東京都東京都東京都東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 神奈川県 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 愛知県愛知県愛知県愛知県 愛知県 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

むらかみ てつや くろさわ かおる さかい ゆうじ きたやま よういち やすおか ゆたか

80 新大阪 ゴスペラーズ 村上てつや 黒沢 薫 酒井雄二 北山 陽一 安岡 優

大阪府大阪府大阪府大阪府 東京都東京都東京都東京都 愛知県愛知県愛知県愛知県 青森県青森県青森県青森県 福岡県福岡県福岡県福岡県

うちだゆき かいよしひろ うつのみやたかし きねなおと くぼこうじ はまだまさとし おおが やや

81 YOU ARE THE ONE TK PRESENTS こねっと 内田 有紀 hitomi 甲斐 よしひろ 宇都宮 隆 木根 尚登 taeco asami kaba 久保 こーじ 浜田 雅功 大賀 埜々 SAM DJ KOO

東京都東京都東京都東京都 栃木県栃木県栃木県栃木県 福岡県福岡県福岡県福岡県 熊本県熊本県熊本県熊本県 東京都 東京都 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 福岡県 東京都 大阪府大阪府大阪府大阪府 北海道北海道北海道北海道 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都

あまがた なおみ あむろなみえ かはらともみ みづきありさ

ETSU YU-KI CHIHARU m.c.A・T 天方 直実 マーク・パンサー KEIKO 安室 奈美恵 華原 朋美 観月 ありさ

東京都 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 埼玉県 北海道 東京都 フランス 大分県大分県大分県大分県 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 東京都 東京都

ながた あつし きょう しのぶ

82 麦畑 オヨネーズ 長田 あつし 杏しのぶ 

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 山形県山形県山形県山形県

きはらあき こくしょうさゆり うつみ かずこ とみかわ はるみ たつみ りか たかい まみこ じょうのうち さなえ ながた るりこ いわい ゆきこ しらいし まこ よこた むつみ わたなべ みなよ ふかわともこ

83 新・新会員番号の唄 おニャン子クラブ 樹原 亜紀 国生 さゆり 内海 和子 富川 春美 立見 里歌 高井 麻巳子 城之内 早苗 永田 ルリ子 岩井 由紀子 白石 麻子 横田 睦美 渡辺 美奈代 布川 智子

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 東京都東京都東京都東京都 千葉県千葉県千葉県千葉県 東京都 福井県福井県福井県福井県 茨城県茨城県茨城県茨城県 熊本県熊本県熊本県熊本県 神奈川県 東京都 千葉県 愛知県愛知県愛知県愛知県 神奈川県

わたなべ まりな くどう しずか いくいな あきこ かいせ のりこ さいとう まきこ もりや としえ たかだ なおこ よしだ ゆみこ なかじま さなえ やまもり ゆりこ

渡辺 満里奈 工藤 静香 生稲 晃子 貝瀬 典子 斉藤 満喜子 守屋 寿恵 高田 尚子 吉田 裕美子 中島 早苗 山森 由里子

東京都 東京都 東京都 群馬県群馬県群馬県群馬県 広島県広島県広島県広島県 神奈川県 千葉県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都 神奈川県

やまぐちりょういち にしやまこうじ ながえけんじ

84 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 山口良一 西山浩司 長江健次

広島県広島県広島県広島県 香川県香川県香川県香川県 大阪府大阪府大阪府大阪府

よしおかしのぶ いけださとし なかにしけいぞう いぢち ひろまさ

85 冷たいキス ICE BOX 吉岡 忍 池田聡 中西 圭三 伊秩 弘将

青森県青森県青森県青森県 栃木県栃木県栃木県栃木県 岡山県岡山県岡山県岡山県 東京都東京都東京都東京都

いいだかおり やすだけい あべなつみ つじのぞみ かごあい やぐちまり いしかわりか こんのあさみ おがわまこと よしざわひとみ にいがき りさ たかはしあい たかはしあい

86 AS FOR ONE DAY モーニング娘。 飯田圭織 保田 圭 安倍 なつみ 辻 希美 加護亜依 矢口真里 石川 梨華 紺野 あさ美 小川 麻琴 吉澤 ひとみ 新垣 里沙 高橋愛 高橋愛

北海道北海道北海道北海道 千葉県千葉県千葉県千葉県 北海道 東京都東京都東京都東京都 奈良県奈良県奈良県奈良県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 神奈川県 北海道 新潟県新潟県新潟県新潟県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 福井県福井県福井県福井県 福井県福井県福井県福井県

まつもとりゅうすけ しまだようはち

87 うなずきマーチ うなずきトリオ ビートきよし 松本竜介 島田洋八

山形県山形県山形県山形県 徳島県徳島県徳島県徳島県 岡山県岡山県岡山県岡山県

つるの たけし かみじゆうすけ のくぼなおき さとだまい きのしたゆきな ふじもと としふみ はらにし たかゆき

88 陽は、また昇る アラジン つるの剛士 上地雄輔 野久保直樹 里田まい スザンヌ 木下優樹菜 藤本敏史 原西孝幸

福岡県福岡県福岡県福岡県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 静岡県静岡県静岡県静岡県 北海道北海道北海道北海道 熊本県熊本県熊本県熊本県 東京都東京都東京都東京都 大阪府大阪府大阪府大阪府 大阪府

かわだ じゅんこ たやま まみこ なかやま しのぶ ししど るみ かとう たかこ やまもと きょうこ よしむら なつえ

89 リボン結びのWAKU WAKU 七つ星 河田 純子 田山 真美子 中山 忍 宍戸 留美 加藤 貴子 山本 京子 吉村 夏枝

秋田県秋田県秋田県秋田県 岩手県岩手県岩手県岩手県 東京都東京都東京都東京都 広島県広島県広島県広島県 静岡県静岡県静岡県静岡県 京都府京都府京都府京都府 島根県島根県島根県島根県

こんどうふさのすけ うとくけいこ

90 Good-Bye Morning 近藤房之介&宇徳敬子 近藤房之介 宇徳敬子

愛知県愛知県愛知県愛知県 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

じょうしま しげる やまぐち たつや こくぶん たいち まつおか まさひろ ながせ ともや さかもと まさゆき ながの ひろし いのはら よしひこ もりた ごう みやけ けん おかだ じゅんいち どうもと こういち どうもと つよし

91 I WILL GET THERE J-FRIENDS 城島 茂 山口 達也 国分 太一 松岡 昌宏 長瀬 智也 坂本 昌行 長野 博 井ノ原 快彦 森田 剛 三宅 健 岡田 准一 堂本 光一 堂本 剛

奈良県奈良県奈良県奈良県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都東京都東京都東京都 北海道北海道北海道北海道 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 東京都 神奈川県 東京都 埼玉県 神奈川県 大阪府大阪府大阪府大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 奈良県

おがさわら まゆ かどわき かなこ きしの りか きのした はるな こたに りほ じょうにし けい しろま みる ふくもと あいな やまだ なな やまもと さやか よしだ あかり わたなべ みゆき じょう えりこ

92 ヴァージニティー NMB48 小笠原 茉由 門脇 佳奈子 岸野 里香 木下 春奈 小谷 里歩 上西 恵 白間 美瑠 福本 愛菜 山田 菜々 山本 彩 吉田 朱里 渡辺 美優紀 城 恵理子

大阪府大阪府大阪府大阪府 大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 大阪府 京都府京都府京都府京都府 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 大阪府 奈良県奈良県奈良県奈良県 大阪府 大阪府 大阪府 奈良県 兵庫県

たにがわ あいり かとう ゆうか やぶした しゅう

谷川愛梨 加藤夕夏 薮下柊

大阪府 大阪府 大阪府

きた こうじ あおやま たかし えぎ としお おりも まさお

93 ブルドッグ フォーリーブス 北公次 青山孝史 江木俊夫 おりも政夫

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 東京都東京都東京都東京都 東京都

ひらのあや かとうえみり ふくはらかおり えんどうあや

94 もってけ! セーラーふく 平野綾 加藤 英美里 福原香織 遠藤綾

愛知県愛知県愛知県愛知県 東京都東京都東京都東京都 千葉県千葉県千葉県千葉県 山形県山形県山形県山形県

あおた のりこ はらだ のりこ ふじわら りえ ふじもり ゆうこ

95 涙なしじゃ言えない C.C.ガールズ 青田 典子 原田 徳子 藤原 理恵 藤森 夕子

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 石川県石川県石川県石川県 岡山県岡山県岡山県岡山県 東京都東京都東京都東京都

おくいかおり なかやまかなこ とみたきょうこ こんの ともこ わたなべあつこ

96 GET CRAZY ! プリンセスプリンセス 奥居香 中山加奈子 富田京子 今野登茂子 渡辺敦子

広島県広島県広島県広島県 京都府京都府京都府京都府 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 熊本県熊本県熊本県熊本県

にしじま たかひろ うらた なおや ひだか みつひろ あたえ しんじろう すえよし しゅうた うの みさこ ごとう ゆかり いとう ちあき

97 BLOOD on FIRE AAA 西島隆弘 浦田直也 日高光啓 與真司郎 末吉秀太 宇野実彩子 後藤友香里 伊藤千晃

北海道北海道北海道北海道 東京都東京都東京都東京都 千葉県千葉県千葉県千葉県 京都府京都府京都府京都府 長崎県長崎県長崎県長崎県 東京都 東京都 愛知県愛知県愛知県愛知県

はまだまさとし えんどうしょうぞう たなかなおき やまだはなこ ひがしのこうじ たむらあつし たむらりょう ふじいたかし はざまかんぺい まつもとひとし

98 明日があるさ Re：Japan 浜田 雅功 遠藤章造 田中直樹 山田 花子 東野幸治 田村 淳 田村 亮 藤井 隆 間 寛平 松本 人志

大阪府大阪府大阪府大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 山口県山口県山口県山口県 大阪府 大阪府 高知県高知県高知県高知県 兵庫県

くわた けいすけ さんぷらざなかのくん せきぐち かずゆき たかはし ゆう のざわ ひでゆき はら ゆうこ ぱっぱらーかわい おおもと あやの かしの ゆか にしわき あやか ひが えいしょう

99 Let's try again チーム・アミューズ!! 桑田佳祐
サンプラザ中野くん

TAKE KO-ICHIRO 関口和之 高橋優 野沢秀行 原由子 パッパラー河合 大本彩乃 樫野有香 西脇綾香 比嘉栄昇(BEGIN)

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 山梨県山梨県山梨県山梨県 大阪府大阪府大阪府大阪府 大阪府 新潟県新潟県新潟県新潟県 秋田県秋田県秋田県秋田県 東京都東京都東京都東京都 神奈川県 千葉県千葉県千葉県千葉県 広島県広島県広島県広島県 広島県 広島県 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

しまぶくろ まさる うえち ひとし ふくやままさはる おかの あきひと しんどう はるいち まつだ ひろし もものようすけ

島袋優(BEGIN) 上地等(BEGIN) 福山 雅治 KOHSH(FLOW) KEIGO(FLOW) TAKE(FLOW) GOT'S(FLOW) IWASAKI(FLOW) 岡野昭仁 新藤晴一 MIHIRO〜マイロ〜 松田弘 桃野陽介

沖縄県 沖縄県 長崎県長崎県長崎県長崎県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都 埼玉県 新潟県 大阪府 広島県 広島県 長野県長野県長野県長野県 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 北海道北海道北海道北海道

でぐち ひろゆき たきたに つばさ

出口博之 瀧谷翼 ヒダカトオル Taka Toru

北海道 北海道 千葉県 東京都 大阪府

おむら のりお なかた こうじ やまだ のぶひさ なかにし えいすけ みょうじん ともかず もにわ てるゆき みうら あつひろ まつだ なおき もりおか りゅうぞう なかやま まさし ふじもと ちから ひらい なおひと みやもと つねやす

100 飛躍 J-100 小村 徳男 中田 浩二 山田 暢久 中西 永輔 明神 智和 茂庭 照幸 三浦 淳宏 松田 直樹 森岡 隆三 中山 雅史 藤本 主税 平井 直人 宮本 恒靖

島根県島根県島根県島根県 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 静岡県静岡県静岡県静岡県 三重県三重県三重県三重県 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 大分県大分県大分県大分県 群馬県群馬県群馬県群馬県 神奈川県 静岡県 山口県山口県山口県山口県 京都府京都府京都府京都府 大阪府

もりしま ひろあき つちや ゆきお よしだ たかゆき おおもり けんさく たかはし けんじ くりた たいじろう かわしま えいじ うらかみ たけし よしの ともゆき くらぬき かずき のざわ ようすけ うえむら けんいち

森島 寛晃 土屋 征夫 吉田 孝行 大森 健作 高橋 健二 栗田 泰次郎 川島 永嗣 浦上 壮史 モネール 吉野 智行 倉貫 一毅 野澤 洋輔 上村 健一

広島県広島県広島県広島県 東京都 兵庫県 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 山形県山形県山形県山形県 静岡県 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 東京都 アルゼンチン 東京都 滋賀県 静岡県 熊本県熊本県熊本県熊本県

しのだ よしゆき やべ じろう

篠田 善之 矢部 次郎

山梨県山梨県山梨県山梨県 奈良県奈良県奈良県奈良県

泉こなた (平野綾), 柊かがみ (加藤英美

里), 柊つかさ (福原香織), 高良みゆき

(遠藤綾)



４７都道府県巡り～お勧めコース４７都道府県巡り～お勧めコース４７都道府県巡り～お勧めコース４７都道府県巡り～お勧めコース

月日 発時刻発駅 着駅 着時刻交通機関 料金 目的地 訪問地

１日目 0624 東京 → 長野 0805 電  ＪＲ新幹線あさま501号 東京都

埼玉県

群馬県

7,460 長野県(長野) 長野県

10月9日 0812 長野 → 松本 0903 電  ＪＲ特急ワイドビューしなの4号

0914 松本 → 甲府 1030 電  ＪＲ特急あずさ10号 山梨県

1042 甲府 → 静岡 1301 電  ＪＲ特急ワイドビューふじかわ6号 9,650 静岡(静岡) 静岡県

1337 静岡 → 品川 1433 電  ＪＲ新幹線ひかり466号 神奈川県

1446 品川 → 千葉 1537 電 ＪＲ横須賀・総武線・君津行 5,980 千葉県(千葉) 千葉県

1759 千葉 → 東京 1837 電 ＪＲ横須賀・総武線快速・大船行

1856 東京 → 新青森 2224 電  ＪＲ新幹線はやて39号 茨城県

栃木県

福島県

宮城県

岩手県

青森県

2233 新青森 → 青森 2239 電  ＪＲ奥羽本線

2242 青森 → 札幌 0607 電  ＪＲ急行はまなす 21,510 北海道(札幌) 北海道

２日目 0730 札幌 → 函館 1113 電  ＪＲ特急北斗4号

10月10日 1119 函館 → 青森 1316 電  ＪＲ特急白鳥28号

1335 青森 → 秋田 1618 電  ＪＲ特急つがる6号 秋田県

1634 秋田 → 新潟 2009 電  ＪＲ特急いなほ14号 山形県

18,900 新潟県(新潟) 新潟県

2205 新潟駅前 → 京都駅前 0605 バ 高速バス・おけさ号 富山県

３日目 0620 京都 → 舞子 0747 電  ＪＲ東海道本線快速・姫路行 大阪府

10月11日 兵庫県

0800 高速舞子 → 徳島駅前 0919 バ 高速バス・阿波エクスプレス大阪号 13,340 徳島県(徳島) 徳島県

0945 徳島駅前 → 高知駅前 1218 バ 高速バス・高知徳島エクスプレス号 愛媛県

3,500 高知県(高知) 高知県

1313 高知 → 岡山 1541 電  ＪＲ特急南風16号 香川県

岡山県

1605 岡山 → 松江 1839 電  ＪＲ特急やくも19号 鳥取県

10,530 島根県(松江) 島根県

1901 松江 岡山 2135 電  ＪＲ特急やくも30号

2146 岡山 → 小倉 2336 電  ＪＲ新幹線ひかり443号 広島県

山口県

福岡県

2352 小倉 → 大分 0120 電  ＪＲ特急ソニック61号 16,000 大分県(大分) 大分県

４日目 0523 大分駅前 → 高速基山 0721 バ  高速バス・とよのくに 佐賀県

10月12日 0731 高速基山 → 鹿児島中央駅前 1054 バ  高速バス・桜島 熊本県

宮崎県

7,900 鹿児島県(鹿児島中央) 鹿児島県

1132 鹿児島中央 → 熊本 1222 電  ＪＲ新幹線さくら554号

1244 熊本 → 新鳥栖 1310 電  ＪＲ新幹線さくら306号

1319 新鳥栖 → 長崎 1448 電  ＪＲ特急かもめ23号 12,220 長崎県(長崎) 長崎県

1453 長崎 → 博多 1652 電  ＪＲ特急かもめ28号

1700 博多 → 名古屋 2029 電  ＪＲ新幹線のぞみ54号 岐阜県

19,730 愛知県(名古屋) 愛知県

2030 近鉄名古屋 → 鶴橋 2247 電  近鉄名阪乙特急 三重県

奈良県

2252 鶴橋 → 天王寺 2257 電  ＪＲ大阪環状線外回り・天王寺・弁天町方面

2306 天王寺 → 和歌山 0008 電  ＪＲ阪和線快速・御坊行 5,200 和歌山県(和歌山) 和歌山県

５日目 0616 和歌山 → 日根野 0647 電  ＪＲ阪和線・天王寺行

10月12日 0653 日根野 → 関西空港 0707 電  ＪＲ関空快速

0730 関西空港 → 那覇空港 0930 飛  スカイマーク925便 12,860 沖縄県(那覇空港) 沖縄県

合計所要時間 99時間06分

合計金額(円) 164,780 ※宿泊費含まず


