
Disc 演者 曲名
1 東家寅春 一豊の妻
1 東家寅春 櫻川五郎蔵（三・四）
1 東家寅春 佐倉宗五郎（上・下）
1 荒川家浅丸 櫻川五郎蔵（上・下）
1 伊藤久男 新江州音頭
1 岩井米丸 河内十人斬（上・下）
1 河内家千代鶴 佐倉曙義民傳（一・二・三・四）
2 北岡榮山 水戸黄門吉原遊び（一・二・三・四）
2 栗田平次郎　堀込源太 佐倉宗五郎（上・下）
2 櫻川一若 櫻川五郎蔵（一・二・三・四）
2 櫻川一丸 乃木将軍鹿島詣で（上・下）
2 櫻川梅一 継母の誠（一・二・三・四）
3 桜川梅一 浪花の三侠客　網島音吉（一・二・三・四）
3 櫻川梅子 赤垣源蔵（上・下）
3 櫻川梅子 赤城嵐（上・下）
3 櫻川梅子 姉川合戦（上・下）
3 櫻川梅子 小栗判官（上・下）
3 櫻川梅子 お里澤市（上・下）
3 櫻川梅子　櫻川京龍 佐渡情話（掛合）（上・下）
3 櫻川梅子 銃後の花（上・下）
4 櫻川梅子 袈裟と盛遠（上・下）
4 澄子 江州双六
4 櫻川雲月 江州双六
4 櫻川雲月 鈴木主水白糸（上・下）
4 櫻川貴美子 石童丸（上・下）
4 櫻川貴美子 梅ヶ枝（一豊の妻）（上・下）
4 櫻川貴美子 梅ヶ枝手水鉢（一・二・三・四）
4 櫻川貴美子 佐倉宗五郎（上・下）
5 櫻川貴美子 鈴木主水（一・二・三・四）
5 櫻川貴美子 長柄長者（一・二・三・四）
5 櫻川京華 吉良の仁吉（一・二・三・四）
5 櫻川京華 白井権八（一・二）
5 櫻川京華 千両幟（一・二・三・四）
6 櫻川京龍 赤城の子守唄（一・二）
6 櫻川京龍　櫻川玉龍 岩見重太郎（一・二・三・四）
6 櫻川京龍 二葉軍記（三・四）
6 櫻川錦龍 一の谷嫩軍記（一・二）
6 櫻川錦龍 湖国自慢　近江八景（一・二・三・四）
6 櫻川錦龍 櫻川五郎蔵（一・二・三・四）
7 櫻川錦龍 富士夜嵐曾我物語（一・二・三・四）
7 櫻川錦龍 水戸漫遊記　楠公建碑（三・四）
7 櫻川好玉 荒木又右衛門（一・二・三・四）
7 櫻川好玉 召集令（上・下）
7 櫻川好玉 雷電初土俵（一・二・三・四）
7 櫻川小梅勇 紀の國屋文左衛門（上・下）
8 櫻川小春　池島家鶴子 葛の葉子別れ（上・下）
8 櫻川虎龍 佐倉義民傳（一・二・三・四）
8 櫻川定子 櫻川五郎蔵
8 櫻川定子 與之助鑑（上・下）
8 櫻川しづ子 忠臣蔵御臺歎きの段（一・二・三・四）
8 櫻川静子 平井権八吉原遊び（上・下）
8 櫻川笑丸 幡随院長兵衛　吉原遊び（上・下）
9 櫻川壽栄丸 乃木将軍（一・二・三・四）
9 櫻川壽賀王 櫻川五郎蔵（上・下）
9 櫻川壽賀京 関取千両幟（松吉二度の身売り）（三・四）
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9 櫻川壽賀嶋 関口弥太郎（上・下）
9 櫻川捨丸 大江山鬼退治（上・下）
9 櫻川捨丸 由井正雪　丹三郎立会（上・下）
9 櫻川惣丸 水戸黄門記（上・下）
10 櫻川大龍 赤垣源蔵東下り（一・二・三・四）
10 櫻川大龍 赤垣源蔵（一・二・三・四）
10 櫻川大龍 石井常右衛門　高尾頼み（一・二）
10 櫻川大龍 石童丸（一・二・三・四）
10 三代目　櫻川大龍 一の谷（上・下）
11 櫻川大龍 近江の百姓（一・二・三・四）
11 櫻川大龍 大石島原遊び（四代目）（一・二・三・四）
11 櫻川大龍 大江山鬼退治（一・二）
11 櫻川大龍 大岡政談（一・二・三・四）
11 櫻川大龍 木下藤吉郎（一・二・三・四）
12 櫻川大龍 袈裟と盛遠（一・二・三・四）
12 櫻川大龍 古賀聯隊長（三・四）
12 櫻川大龍 櫻川五郎蔵（一・二・三・四）
12 櫻川大龍 白井権八（一・二・三・四）
12 三代目　櫻川大龍 江州音頭　熊谷次郎直実（一・二・三・四）
13 櫻川大龍 白藤金五郎　編笠はづし（一・二・三・四）
13 櫻川大龍 千両幟（一・二・三・四）
13 三代目　櫻川大龍 忠僕直助（上・下）
13 四代目　櫻川大龍 中山安兵衛　高田馬場（一・二）
13 櫻川大龍 中山安兵衛生立（其一・其二）
13 櫻川大龍 肉弾三勇士（血染めのハンカチ）
13 櫻川大龍 乃木将軍（渡船場）（三・四）
14 櫻川大龍 松前屋五郎兵衛（一・二・三・四）
14 櫻川大龍 山内一豊の妻　梅ヶ枝の手水鉢（一・二・三・四）
14 櫻川辰丸 曽我物語（一・二）
14 櫻川辰丸 幡随院長兵衛（吉原遊の段）（一・二・三・四）
14 櫻川常丸 安倍の童子丸（一・二・三・四）
15 櫻川登美勇 倉橋傳助（上・下）
15 櫻川梅勇 赤垣源蔵（一・二・三・四）
15 櫻川梅勇 近江の百姓（一・二・三・四）
15 櫻川梅勇 大石東下り（一・二）
15 櫻川梅勇 大江山鬼退治（一・二・三・四）
16 櫻川梅勇 岡野金右衛門（一・二・三・四）
16 櫻川梅勇 神崎與五郎（一・二・三・四）
16 櫻川梅勇 勧進帳（一・二・三・四）
16 櫻川梅勇 倉橋傳助（上・下）
16 櫻川梅勇 軍神誉の三勇士（一・二・三・四）
17 櫻川梅勇 傾城誠の恋（紺屋高尾）（一・二・三・四）
17 櫻川梅勇 藝者の誠（一・二）
17 櫻川梅勇 五郎正宗孝子傳（上・下）
17 櫻川梅勇 金色夜叉（上・下）
17 櫻川梅勇 権八小紫（上・下）
17 櫻川梅勇 櫻川五郎蔵（上・下）
17 櫻川梅勇 佐倉宗五郎（妻子別れ）（一・二・三・四）
18 櫻川梅勇 召集令（一・二・三・四）
18 櫻川梅勇 水兵の母（三・四）
18 櫻川梅勇 江州音頭　千両幟（上・下）
18 櫻川梅勇 曾我物語（一・二・三・四）
18 櫻川梅勇 高田の馬場　十八人斬（上・下）
18 櫻川梅勇 玉菊燈籠（一・二・三・四）
19 櫻川梅勇 寺坂吉右衛門（一・二・三・四）
19 櫻川梅勇 中山安兵衛　高田馬場（三・四）
19 櫻川梅勇 鼠小僧次郎吉（一・二・三・四）
19 櫻川梅勇 間重次郎（一・二・三・四）
20 櫻川梅勇 堀部安兵衛（一・二・三・四）



20 櫻川梅勇 松前屋五郎兵衛（一・二）
20 櫻川梅勇 水戸黄門（一・二・三・四）
20 櫻川梅勇 横川勘平（一・二・三・四）
20 櫻川梅勇 雷電為右衛門（一・二）
20 櫻川梅流 山瀬幸太郎（上・下）
21 櫻川藤司瀧 松前屋五郎兵衛（一・二・三・四）
21 砂川亀丸 国定忠治（上・下）
21 砂川亀丸 俊徳丸（上・下）
21 砂川政丸 小栗判官　二広の対面（上・下）
21 真鍮家好延 千両幟（一・二・三・四）
21 真鍮家好延 中支戦線回顧録（青山伍長奮戦記）（一・二・三・四）
22 真鍮家文子 佐倉宗五郎（一・二・三・四）
22 真鍮家文子 石童丸（一・二・三・四）
22 真鍮家文子 女子の精神修養（上・下）
22 澄子 一太郎やい（上・下）
22 澄子 近江八景
22 澄子　三代目　真鍮家好延 佐渡情話（上・下）
23 八日市澄子 孝子藤太郎　近江聖人（一・二・三・四）
23 玉子屋千代鶴　とん八 俊徳丸
23 玉子屋弥太丸 大江山鬼退治
23 眼鏡 石川五右衛門（一・二・三・四）
23 眼鏡 石川五右衛門（上・下）
23 眼鏡 小栗判官（上・下）
23 眼鏡 櫻川五郎蔵（上・下）
24 眼鏡 櫻川五郎蔵　續き（上・下）
24 眼鏡 更科武勇伝（一・二）
24 眼鏡 俊徳丸（上・下）
24 眼鏡 俊徳丸（一・二・三・四）
24 大和竹春 芸者のまこと（三・四）
24 大和家八重龍 朝顔日記（一・二・三・四）
24 大和家八重龍 家なき母子（一・二）
25 大和家八重龍 滝の白糸（一・二・三・四）
25 大和家八重龍 八百屋お七（一・二・三・四）
25 若狭重春 俊徳丸（一・二・三・四）
25 若狭重春 鈴木主水（一・二・三・四）
26 三代目家元　真鍮家文好 棚音頭　一の谷嫩軍記
26 二代目家元　桜川昇龍 座敷音頭　左甚五郎あいおい道中


