
放送日 備考

Ｍ1 佐々木彩夏×高城れに さくらんぼ （大塚愛） 第42夜 2014年12月27日放送 彩高さくらんぼ

Ｍ2 佐々木彩夏×高城れに×CHI-MEY 私のアメリカンチェリー 第48夜 2015年６月25日放送 彩高さくらんぼ

Ｍ3 佐々木彩夏×高城れに×きら☆ぴか ふたりはNS （きら☆ぴか） 第53夜 2015年11月19日放送 彩高 磁石

Ｍ4 佐々木彩夏×高城れに スニーカーぶる〜す (近藤真彦) 第65夜 2016年11月28日放送 彩高スニーカー

Ｍ5 佐々木彩夏×高城れに 恋 （星野源） 第67夜 2017年１月19日放送
ガッキーあーりん

星野源れに

Ｍ6 佐々木彩夏×高城れに かけめぐる青春 （ビューティペア） 第69夜 2017年３月16日放送 彩高ビューティペア

Ｍ7 佐々木彩夏×高城れに×玉井詩織
暑中お見舞い申し上げます
（キャンディーズ）

第87夜 2018年８月30日放送

６月30日(木) しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村
第109夜 「帰って来たフォーク村！」 彩高たまい生誕祭

彩高名演 特撰７曲

［200618ver］	彩高名演	



放送日 備考

Ｍ1 高城れに×坂崎幸之助 襟裳岬 （森進一/よしだたくろう） 第33夜 2012年８月14日放送

Ｍ2 高城れに×坂崎幸之助 襟裳岬 （森進一/よしだたくろう） 2013年12月25日放送
もうひとつの、

ももいろクリスマス2013

Ｍ3 高城れに×坂崎幸之助 襟裳岬 （森進一/よしだたくろう） 第97夜 2019年６月13日放送

Ｍ4 高城れに×坂崎幸之助 馬 （よしだたくろう） 第39夜 2014年９月18日放送

Ｍ４ 高城れに×加藤いづみ シャンプー (加藤いづみ) 第40夜 2014年10月30日放送

Ｍ5 高城れに×加藤いづみ Thursday (加藤いづみ) 第44夜 2015年２月19日放送

Ｍ6 高城れに×斉藤由貴 土曜日のタマネギ (斉藤由貴) 第46夜 2015年４月14日放送

Ｍ7 高城れに×ボンジュール鈴木 あの森で待ってる (ボンジュール鈴木) 第50夜 2015年８月５日放送

Ｍ8 高城れに×久住小春 恋☆カナ (月島きらり starring 久住小春） 第51夜 2015年９月３日放送 月島きらり れにちゃん

Ｍ9 高城れに×南こうせつ 愛する人へ (南こうせつ) 第51夜 2015年９月３日放送

Ｍ10 高城れに ハガキ読み
BOMBER GIRL
(近藤房之助＆織田哲郎)

第54夜 2015年12月17日放送

Ｍ11 高城れに＆近藤房之助
Good-by morning
(宇徳敬子&近藤房之助)

第55夜 2016年１月28日放送

Ｍ12 高城れに×武部聡志
あなたを・もっと・知りたくて
(薬師丸ひろ子)

第56夜 2016年２月11日放送

Ｍ13
高城れに×宇崎竜童

×ダウンタウンももクロバンド
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ
(ダウン・タウン・ブギウギ・バンド)

第62夜 2016年８月３日放送 スケバンれにちゃん

Ｍ14 高城れに×小室哲哉×木根尚登 Self Control (TM NETWORK) 第62夜 2016年８月３日放送

Ｍ15 高城れに / 松本隆 学園祭 (児島未散) 第64夜 2016年10月20日放送

Ｍ16 高城れに×春名真依×中村優 恋は暴れ鬼太鼓 (高城れに) 第72夜 2017年６月15日放送

Ｍ17 Team紫しぶき×高橋洋子 残酷な天使のテーゼ (高橋洋子) 第75夜 2017年８月14日放送
×真山りか×大黒柚姫

×堀くるみ

Ｍ18 高城れに×高橋洋子 FLY ME TO THE MOON 第78夜 2017年11月15日放送

Ｍ19 高城れに×太田裕美 / 松本隆 雨だれ (太田裕美) 第79夜 2017年12月27日放送

Ｍ20 高城れに ３月９日 (レミオロメン) 第81夜 2018年２月15日放送

Ｍ21 高城れに×コレサワ あたしを彼女にしたいなら (コレサワ) 第85夜 2018年６月７日放送

Ｍ22
高城れに×田島芽瑠

×れにちゃんず
メロンジュース (HKT48) 第85夜 2018年６月７日放送

×大黒柚姫×春名真依
×澪風×小泉遥香

Ｍ23 高城れに×クミコ ヨイトマケの唄 (美輪明宏) 第91夜 2018年12月13日放送

Ｍ24 高城れに×坂崎幸之助 自転車にのって (高田渡) 第92夜 2019年１月20日放送

Ｍ25 高城れに×百田夏菜子 糸 (中島みゆき) 第94夜 2019年３月13日放送

Ｍ26 高城れに / 松本隆 ジュ・テーム (木之内みどり)
第103

夜
2019年12月17日放送

Ｍ27 高城れに / きたやまおさむ 花嫁 (はしだのりひことクライマックス)
第106

夜
2020年３月19日放送

６月30日(木) しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村
第109夜 「帰って来たフォーク村！」 彩高たまい生誕祭

まるごとれにちゃん 28曲

れに名演	 ［200618ver］	



放送日 備考

Ｍ1 佐々木彩夏×坂崎幸之助 秋桜 (山口百恵/さだまさし) 第33夜 2012年８月14日放送

Ｍ2 さだまさし×佐々木彩夏 秋桜 (山口百恵/さだまさし) 2013年７月17日放送 さだまさし4000回武道館

Ｍ3 佐々木彩夏×辛島美登里 サイレント・イヴ (辛島美登里) 2013年12月25日放送
もうひとつの、

ももいろクリスマス2013

Ｍ4 佐々木彩夏×辛島美登里 サイレント・イヴ (辛島美登里) 第54夜 2015年12月17日放送

Ｍ5 佐々木彩夏×坂崎幸之助 The Stardust Memory(小泉今日子) 第39夜 2014年９月18日放送 小泉あーりん

Ｍ6 佐々木彩夏 私がオバさんになっても(森高千里) 第40夜 2014年10月30日放送 森高あーりん

Ｍ7 佐々木彩夏 少女A (中森明菜) 第41夜 2014年11月27日放送 中森あーりん

Ｍ8 佐々木彩夏 はいからさんが通る (南野陽子) 第42夜 2014年12月27日放送 南野あーりん

Ｍ9 佐々木彩夏 赤いスイートピー (松田聖子) 第44夜 2015年２月19日放送 聖子あーりん

Ｍ10 佐々木彩夏×菊池桃子 卒業 (菊池桃子) 第45夜 2015年３月５日放送 桃子あーりん

Ｍ11 佐々木彩夏 高校三年生 (舟木一夫) 第45夜 2015年３月５日放送 舟木一夫あーりん

Ｍ12 佐々木彩夏 卒業 (斉藤由貴) 第45夜 2015年３月５日放送 斉藤由貴あーりん

Ｍ13 佐々木彩夏×斉藤由貴 悲しみよ こんにちは(斉藤由貴) 第46夜 2015年４月14日放送 管理人さん

Ｍ14 佐々木彩夏 with t.komuro
恋しさと せつなさと 心強さと
(篠原涼子 with t.komuro)

第47夜 2015年５月28日放送 篠原涼子あーりん

Ｍ15 ぁぃぁぃとぁーりん
ぁぃぁぃとぁーりんといく日本全国鉄道
の旅 (廣田あいか) 第50夜 2015年８月５日放送 新幹線あーりん

Ｍ16 佐々木彩夏 さよならの向う側 (山口百恵) 第52夜 2015年10月15日放送 百恵あーりん

Ｍ17 佐々木彩夏×木村充揮×内田勘太郎 It's only a paper moon 第53夜 2015年11月19日放送

Ｍ18 佐々木彩夏×百田夏菜子×寺田恵子 限界LOVERS (SHOW-YA) 第54夜 2015年12月17日放送

Ｍ19
佐々木彩夏×坪倉唯子×近藤房之助

×ポール・ギルバート
ロックンロールは鳴り止まないっ
(神聖かまってちゃん)

第55夜 2016年１月28日放送 あーりん Eg

Ｍ20 佐々木彩夏×百田夏菜子 コネクト (ClariS) 第58夜 2016年４月14日放送

Ｍ21
佐々木彩夏×小室哲哉

×マーク・パンサー
DEPARTURES (ｇｌｏｂｅ) 第62夜 2016年８月３日放送

Ｍ22
佐々木彩夏×豊田萌絵
×真山りか×高城れに

ヴィヴァーチェ！(北宇治カルテット) 第65夜 2016年11月28日放送

Ｍ23 佐々木彩夏×水樹奈々 DISCOTHEQUE (水樹奈々) 第66夜 2016年12月15日放送

Ｍ24 佐々木彩夏×高橋みなみ カツ丼 in da house (高橋みなみ) 第66夜 2016年12月15日放送

Ｍ25 佐々木彩夏×竹上良成 春の海 (宮城道雄) 第67夜 2017年１月19日放送 あーりん お琴

Ｍ26 佐々木彩夏＆坂崎幸之助
LOVE～since 1999～
(浜崎あゆみ＆つんく)

第70夜 2017年４月20日放送 あゆあーりん

Ｍ27 佐々木彩夏×玉井詩織 好きよキャプテン (ザ・リリーズ) 第71夜 2017年５月25日放送

Ｍ28 チームわたあめ×大森靖子 IDOL SONG (大森靖子) 第75夜 2017年８月14日放送 ×星名美怜×彩木咲良

Ｍ29 佐々木彩夏 / 松本隆 ピンクのモーツァルト(松田聖子) 第79夜 2017年12月27日放送 聖子あーりん

６月30日(木) しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村
第109夜 「帰って来たフォーク村！」 彩高たまい生誕祭

だってあーりん☆38曲

あーりん名演	 ［200618ver］	



Ｍ30 ももいろクローバーＺ 桃色空 第80夜 2018年１月25日放送

Ｍ31 佐々木彩夏×3B junior
My Hamburger Boy
（浮気なハンバーガーボーイ）

第85夜 2018年６月７日放送
×葉月智子×大平ひかる

×小田垣陽菜×愛来
×公野舞華×・播磨怜奈

Ｍ32 佐々木彩夏×加藤いづみ×Ruppa 夏のお嬢さん (榊原郁恵) 第87夜 2018年８月30日放送

Ｍ33 TeddyLoid feat.佐々木彩夏
Grenade feat.佐々木彩夏
 from ももいろクローバーＺ

第88夜 2018年９月13日放送

Ｍ34 佐々木彩夏 / 松本隆
ポケットいっぱいの秘密
(アグネスチャン)

第91夜 2018年12月13日放送

Ｍ35 佐々木彩夏×百田夏菜子 誰もいない海 (トワ・エ・モワ) 第94夜 2019年３月13日放送 夏菜子 Ag

Ｍ36 佐々木彩夏×坂崎幸之助 The Stardust Memory (小泉今日子) 第97夜 2019年６月13日放送 小泉あーりん

Ｍ37 佐々木彩夏 / 松本隆 ハートをRock (松田聖子) 第103夜 2019年12月17日放送

Ｍ38 佐々木彩夏×高井千帆 / きたやまおさむ 花のように (ベッツィ&クリス) 第106夜 2020年３月19日放送




