
イベント名 曲名 キャラクター名/CV 累計

20th アニバーサリー・フィナーレ 「Auftakt」 土浦梁太郎＆吉羅暁彦（伊藤健太郎＆内田夕夜） 1

2015年12月 「One day’s memory」 土浦梁太郎（伊藤健太郎） 5

「君のすべてを」　 榊 大地（内田夕夜） 6

金色のコルダ Blue♪Sky 全国学生
音楽コンクール

「OCEAN ～七つの海を越えて～」　 七海宗介（増田ゆき） 3

2015年10月 「空と大地と太陽と」 榊 大地（内田夕夜） 1

「恋心」　 八木沢雪広（伊藤健太郎） 2

「Hypnosis～微睡の罠～」 土岐蓬生（石川英郎） 1

「空色のツバサ」 小日向かなで（高木礼子） 2

「Again」　 火積司郎（森田成一） 2

「悠かな約束」　 水嶋悠人（水橋かおり） 3

「Beijo Beijo」 水嶋 新（岸尾だいすけ） 1

「FEMME FATALE」 冥加玲士（日野 聡） 2

ネオロマンス・ハロウィンパーティー
2015

「CROSS OVER」 柚木梓馬（岸尾だいすけ） 2

2015年10月 「SKYWALKER」 内田夕夜（吉羅暁彦） 10

「May Be True」　 榊 大地（内田夕夜） 9

 金色のコルダ Featuring 神南高校
Op.２

「G.L.A.M.O.R.O.U.S.」 東金千秋（谷山紀章） 2

2015年7月 「PiECE」 氷渡貴史（三浦祥朗） 2

「CROSS OVER」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

「Waterside Harmony」 水嶋悠人（水橋かおり）＆七海宗介（増田ゆき） 4

「Träumerei～夢の続き～」 ニア（佐藤 朱） 2

「ESCORT」 芹沢 睦（細谷佳正） 1

「恋い蛍」 石川英郎（土岐蓬生） 3

「海霧のかなたへ」　 伊藤健太郎（八木沢雪広） 6

「INTERLUDE」　 月森蓮（谷山紀章） 1

「夜空のナイル」 ソラ（KENN） 2

「BOM DIA!」 水嶋 新（岸尾だいすけ） 4

金色のコルダ Featuring 天音学園/
星奏学院

「Eternal Garden」　 天宮 静（宮野真守） 1

2014年12月 「Träumerei ～夢の続き～」　 ニア（佐藤 朱）

「FIREWORKS NIGHT -X’mas Special Ver.-」　 不動翔麻（前野智昭） 7

「First Noel」　 衛藤桐也（日野 聡） 3

「疾風怒濤 -MEIN HERZ-」　 冥加玲士（日野 聡） 3

「星のカケラ」　 如月響也（福山 潤） 1

「夜空のナイル」　 ソラ（KENN）

「OCEAN ～七つの海を越えて～」　 七海宗介（増田ゆき）

「PiECE」　 氷渡貴史（三浦祥朗）

「COSMIC LUCKY DAY」　 加地 葵（宮野真守） 3

「Hear in Heaven」　 志水桂一（福山 潤） 1

「It’s Magical」　 トーノ（前野智昭） 1

「薔薇の奇蹟」　 天宮 静（宮野真守） 1

「FEMME FATALE」　 冥加玲士（日野 聡）

「あなたの鼓動」　 志水桂一（福山 潤） 2

「ANOTHER REVOLUTION 2014」 土浦梁太郎（伊藤健太郎） 6

「悠かな約束」　 水嶋悠人（水橋かおり）

「空色のツバサ」　 小日向かなで（高木礼子）

「Silver Lining」　 如月 律（小西克幸）＆榊 大地（内田夕夜） 4

「君のすべてを」　 榊 大地（内田夕夜）

「太陽の粒子」　 土浦梁太郎（伊藤健太郎） 6

「*Spica*」 冬海笙子（佐藤 朱） 3

「２nd STAGE」　 如月 律（小西克幸） 2

「Waterside Harmony」　 水嶋悠人（水橋かおり）＆七海宗介（増田ゆき）

「Heart Killer」　 榊 大地（内田夕夜）＆土岐蓬生（石川英郎） 5

「お前ってヤツは！」　 如月響也（福山 潤） 2

ネオロマンス20thアニバーサリー 「杜の響きを」　 八木沢雪広（伊藤健太郎） 6

2014年9月 「君のすべてを」　 榊 大地（内田夕夜）

「AIRSTREAM」　 土浦梁太郎（伊藤健太郎） 5

「SWEET SECRET」　 柚木梓馬（岸尾だいすけ） 5



星奏学院祭4 「To be continued...」　 柚木梓馬（岸尾だいすけ） 5

2014年8月 「FINE DAYS～明日は晴れ！～」　
金澤紘人（石川英郎）＆王崎信武（小西克幸）＆冬
海笙子（佐藤　朱）＆天羽菜美（増田ゆき）

3

「夢の軌跡」　 如月 律（小西克幸） 2

「沈まない夕陽」　 火積司郎（森田成一） 3

「明日へのMelody」 
 谷山紀章（月森 蓮）、伊藤健太郎（土浦梁太郎）、
福山 潤（志水桂一）

3

「ClockworkTown」　 金澤紘人（石川英郎）＆吉羅暁彦（内田夕夜） 5

「絶望の挽歌」　 冥加玲士（日野　聡） 4

「PRELUDEｰ青月光ｰ 2014」　 月森 蓮（谷山紀章） 4

「Bouquet～微笑の花束～」　 冬海笙子（佐藤 朱）＆天羽菜美（増田ゆき） 5

「Mermaid」　 加地 葵（宮野真守） 3

「悠かな約束」　 水嶋悠人（水橋かおり）

「Silver Lining」　 如月 律（小西克幸）＆榊 大地（内田夕夜）

「輝きはダイヤモンド」　
月森 蓮（谷山紀章）＆土浦梁太郎（伊藤健太郎）
＆加地 葵（宮野真守）

3

「Absinthe -夢幻-」　 土岐蓬生（石川英郎） 3

「MOVE」　 衛藤桐也（日野 聡） 5

「ANOTHER REVOLUTION 2014」　 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「G.L.A.M.O.R.O.U.S.」　 東金千秋（谷山紀章）

「君色のCollage」　 不動翔麻（前野智昭）＆不動葉介（保村 真） 2

「May Be True」　 榊 大地（内田夕夜）

「BOM DIA!」　 水嶋 新（岸尾だいすけ）

「URBAN METHOD」　 衛藤桐也（日野 聡）＆吉羅暁彦（内田夕夜） 2

「Music Bless You～音楽の祝福を～」　 金澤紘人（石川英郎） 1

「卒業 ～For You～」　 火原和樹（森田成一） 2

「OCEAN～七つの海を越えて～」　 七海宗介（増田ゆき）

「NIGHT PIECE」　 吉羅暁彦（内田夕夜） 7

「FIREWORKS NIGHT」　 不動翔麻（前野智昭）

「ずっとオレのそばで」　 如月響也（福山 潤） 1

金色のコルダ Featuring 至誠館高校 「BOM DIA!」　 水嶋 新（岸尾だいすけ）

2014年6月 「TANDEM RIDE」　 長嶺雅紀（保村 真） 1

「恋心」　 八木沢雪広（伊藤健太郎）

「Beijo♥Beijo」　 水嶋 新（岸尾だいすけ） 1

「キンセンカ」　 火積司郎（森田成一） 2

「Again」　 火積司郎（森田成一）

「TE AMO! TE AMO! by ハイパー☆ラッキーマン」　 水嶋 新（岸尾だいすけ） 2

「青春エブリディ！」　 狩野 航（岡本寛志）＆伊織浩平（山本圭一郎） 1

「River ～想いは満ちて～」　 八木沢雪広（伊藤健太郎） 3

金色のコルダ　10thBirthday 「明日へのMelody」 
谷山紀章（月森 蓮）、伊藤健太郎（土浦梁太郎）、
福山 潤（志水桂一）

2013年9月 「Waterside Harmony」 水橋かおり（水嶋悠人）＆増田ゆき（七海宗介）

「MOVE」 日野 聡（衛藤桐也）

「*Spica*」 佐藤 朱（冬海笙子）

「LUMINANCE」 谷山紀章（月森 蓮）＆石川英郎（金澤紘人） 2

「はじめての気持ち。」 森田成一（火原和樹） 2

「SKYWALKER」 内田夕夜（吉羅暁彦）

「URBAN METHOD」　 日野 聡（衛藤桐也）＆内田夕夜（吉羅暁彦）

「沈まない夕陽」 森田成一（火積司郎）

「海霧のかなたへ」 伊藤健太郎（八木沢雪広）

「TEAR」 谷山紀章（月森 蓮） 3

「Clockwork Town」 石川英郎（金澤紘人）＆内田夕夜（吉羅暁彦）

「君色のCollage」 前野智昭（不動翔麻）＆保村 真（不動葉介）

「天使の吐息」 福山 潤（志水桂一） 2

「That's the life」 石川英郎（金澤紘人） 3

「Walking together ～風に向かって～」 増田ゆき（天羽菜美） 1

「My word ～約束～」 小西克幸（王崎信武） 1

「BELIEVE」 伊藤健太郎（土浦梁太郎） 6

「Bouquet ～微笑の花束～」 佐藤 朱（冬海笙子）＆増田ゆき（天羽菜美）

「Heart Killer」 内田夕夜（榊 大地）＆石川英郎（土岐蓬生）

「if」 森田成一（火原和樹） 2

「I CAN MAKE IT」 日野 聡（衛藤桐也） 7

「WITHOUT END」 谷山紀章（月森 蓮） 3

「♪MUSICA♪ ～金色の絆～」 水橋かおり（リリ） 1



金色のコルダ～Featuring 4 Schools
～

「Bouquet～微笑の花束～」 佐藤 朱（冬海笙子）・増田ゆき（天羽菜美）

2013年7月 「Summer Impression」 日野 聡（衛藤桐也） 4

「君のすべてを」 内田夕夜（榊 大地）

「2nd STAGE」 小西克幸（如月 律）

「Silver Lining」 小西克幸（如月 律）・内田夕夜（榊 大地）

「CORONA -光冠-」 谷山紀章（月森 蓮）・宮野真守（加地 葵） 4

「FINE DAYS ～明日は晴れ！～」 
佐藤 朱（冬海笙子）、増田ゆき（天羽菜美）、石川
英郎（金澤紘人）、小西克幸（王崎信武）

「Laboratory Love」 宮野真守（天宮 静） 1

「疾風怒涛 -MEIN HERZ-」 日野 聡（冥加玲士）

「Waterside Harmony」 水橋かおり（水嶋悠人）・増田ゆき（七海宗介）

「Clockwork Town」 石川英郎（金澤紘人）・内田夕夜（吉羅暁彦）

「LUMINANCE」 谷山紀章（月森 蓮）・石川英郎（金澤紘人）

「TE AMO! TE AMO! By ハイパー☆ラッキーマン」 岸尾だいすけ（水嶋 新）

「キンセンカ」 森田成一（火積司郎）

「River ～想いは満ちて～」 伊藤健太郎（八木沢雪広）

「太陽の粒子」 伊藤健太郎（土浦梁太郎）

「PRECIOUS」 森田成一（火原和樹） 2

「恋い蛍」 石川英郎（土岐蓬生）

「MAKE U MINE」 谷山紀章（東金千秋） 2

「DUAL VOLTAGE」 谷山紀章（東金千秋）・石川英郎（土岐蓬生） 2

ネオロマンス・アラモード５ with 下天
の華

「River ～想いは満ちて～」 伊藤健太郎（八木沢雪広）

2013年3月 「FIREWORKS NIGHT」 前野智昭（不動翔麻）

JOF3 「BELIEVE」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

2013年2月 「REFLEX ～鏡像の韻律～」 吉羅暁彦（内田夕夜） 7

「I CAN MAKE IT」 衛藤桐也（日野 聡）

スターライトクリスマス2012 「海霧のかなたへ」 伊藤健太郎(八木沢雪広)

2012年12月 「君のすべてを」 内田夕夜(榊 大地)

「FIREWORKS NIGHT」 前野智昭 (不動翔麻)

「Silver Lining」 小西克幸(如月 律)＆内田夕夜 (榊 大地)

金色のコルダ　Featuring 神南高校 「LIGHT OF MY EYES」 谷山紀章（月森 蓮） 1

2012年11月 「RIGHT BEHIND YOU」 伊藤健太郎 （土浦梁太郎） 3

「君のすべてを」 内田夕夜 （榊 大地）

「Heart Killer」 石川英郎 （土岐蓬生）、内田夕夜（榊 大地）

「杜の響きを」 伊藤健太郎 （八木沢雪広）

「MAKE U MINE」 谷山紀章 （東金千秋）

「恋い蛍」 石川英郎 （土岐蓬生）

「DUAL VOLTAGE」 谷山紀章 （東金千秋）、石川英郎（土岐蓬生）

「SHOW TIME!」 谷山紀章 （東金千秋） 2

「Absinthe-夢幻-」 石川英郎 （土岐蓬生）

ネオロマンスハロウィンパーティー 「May Be True」 内田夕夜 （榊 大地）

2012年10月 「THANKS」 伊藤健太郎 (土浦梁太郎) 5

遙か&コルダフェスタ 「BOM DIA!」 水嶋 新（岸尾だいすけ）

2012年9月 「Heart Killer <榊 大地バージョン>」 榊 大地（内田夕夜）

「Black & White」 柚木梓馬（岸尾だいすけ） 7

「BELIEVE」 土浦梁太郎 （伊藤健太郎）

「FIREWORKS NIGHT」 不動翔麻（前野智昭）

「SKYWALKER」 吉羅暁彦（内田夕夜）

ネオロマンス・フェスタ13 inviting 戦
国無双

「太陽の粒子」 伊藤健太郎 (土浦梁太郎)

2012年7月 「Summer Impression」 日野 聡(衛藤桐也)

「TOMORROW」 伊藤健太郎(土浦梁太郎) 3

「MOVE」 日野 聡(衛藤桐也)

「海霧のかなたへ」 伊藤健太郎(八木沢雪広)

「絶望の挽歌」 日野 聡(冥加玲士)

「Heart Killer <榊 大地バージョン>」 内田夕夜(榊 大地)

「REFLEX 〜鏡像の韻律〜」 内田夕夜(吉羅暁彦)



JOF2 「RIGHT BEHIND YOU」　 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

2012年2月 「W-BLIZZARD」　 土浦梁太郎＆火原和樹（伊藤健太郎＆森田成一） 3

「FIREWORKS NIGHT」　 不動翔麻（前野智昭）

スターライトクリスマス2011 「RIGHT BEHIND YOU」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

2011年12月 「SKYWALKER」 吉羅暁彦（内田夕夜）

「FIREWORKS NIGHT」 不動翔麻（前野智明）

「May Be True」 榊 大地（内田夕夜）

ネオロマンス・ライヴ2011Autumun 「I CAN MAKE IT」 日野 聡（衛藤桐也）

2011年9月 「木漏れ日」 伊藤健太郎（土浦梁太郎） 2

「Summer Impression」 日野 聡（衛藤桐也）

「杜の響きを」 伊藤健太郎（八木沢雪広）

「MOVE」 日野 聡（衛藤桐也）

「May Be True」 内田夕夜（榊 大地）

「NIGHT PIECE」 内田夕夜（吉羅暁彦）

ネオロマンス・フェスタ12 「AIRSTREAM」 土浦梁太郎(伊藤健太郎)

2011年7月 「Reverie」 金澤紘人(石川英郎) 2

「I CAN MAKE IT」 衛藤桐也(日野 聡)

「あなたの鼓動」 志水桂一(福山 潤)

「To be continued...」 柚木梓馬(岸尾だいすけ)

「REFLEX ～鏡像の韻律～」 吉羅暁彦(内田夕夜)

「Summer Impression」 衛藤桐也(日野 聡)

「May Be True」 榊 大地（内田夕夜）

JOF 「SKYWALKER」 吉羅暁彦（内田夕夜）

2011年2月 「ANOTHER REVOLUTION」 土浦梁太郎(伊藤健太郎)

スターライトクリスマス2010 「Absinthe －夢幻－」 土岐蓬生（石川英郎）

2010年12月 「First Noel」 衛藤桐也（日野 聡）

「杜の響きを」 八木沢雪広（伊藤健太郎）

「Clockwork Town」 金澤紘人＆吉羅暁彦（石川英郎＆内田夕夜）

「May Be True」 榊 大地（内田夕夜）

"10 YEARS LOVE"＠大阪、横浜 「THANKS」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

2010年9月、10月 「海霧のかなたへ」 八木沢雪広（伊藤健太郎）

「May Be True」 榊 大地（内田夕夜）

「絶望の挽歌」 冥加玲士（日野 聡）

「疾風怒涛 -MEIN HERZ-」 冥加玲士（日野 聡）

「NIGHT PIECE」 吉羅暁彦（内田夕夜）

「One day's memory」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「BELIEVE」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「SKYWALKER」 吉羅暁彦（内田夕夜）

ネオロマンス・アラモード４ 「海霧のかなたへ」 八木沢雪広（伊藤健太郎）

2010年7月 「May Be True」 榊 大地（内田夕夜）

星奏学院祭３ 「That's the life」 金澤紘人(石川英郎)

2010年5月 「夢の軌跡」 如月 律(小西克幸)

「Bouquet ～微笑の花束～」 冬海笙子＆天羽菜美(佐藤 朱＆増田ゆき)

「絶望の挽歌」 冥加玲士(日野 聡)

「お前ってヤツは！」 如月響也(福山 潤)

「You're in my heart」 加地 葵(宮野真守） 2

「COSMIC LUCKY DAY」 加地 葵(宮野真守）

「沈まない夕陽」 火積司郎(森田成一）

「FATE ～真冬の太陽～」 月森蓮＆土浦梁太郎(谷山紀章＆伊藤健太郎) 3

「*Spica*」 冬海笙子(佐藤 朱)

「I CAN MAKE IT」 衛藤桐也(日野 聡)

「杜の響きを」 八木沢雪広(伊藤健太郎)

「WITHOUT END」 月森 蓮(谷山紀章）

「SHOWTIME！」 東金千秋(谷山紀章）

「卒業 ～For You～」 火原和樹(森田成一)

ネオロマンス・フェスタ11 「杜の響きを」 八木沢雪広(伊藤健太郎)

2010年3月 「REFLEX ～鏡像の韻律～」 吉羅暁彦(内田夕夜)



「SKYWALKER」 吉羅暁彦(内田夕夜)

「SWEET SECRET」 柚木梓馬(岸尾だいすけ)

「To be continued...」 柚木梓馬(岸尾だいすけ)

ネオロマンス・ファン感謝祭 「SKYWALKER」 内田夕夜(吉羅暁彦役)

2010年2月 「NIGHT PIECE」 内田夕夜(吉羅暁彦役)

スターライトクリスマス2009 「To Be Continued…」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

2009年12月 「AIRSTREAM」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「White Nights」 柚木梓馬（岸尾だいすけ） 1

「First Noel」 衛藤桐也（日野 聡）

ネオロマンス15thアニバーサリー 「To be continued…」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

2009年9月 「AQUA BLUE」 月森 蓮（谷山紀章） 2

「COSMIC LUCKY DAY」 加地 葵（宮野真守）

「太陽の粒子」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「FATE～真冬の太陽～」 月森 蓮（谷山紀章）、土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「CORONA-光冠-」 月森 蓮（谷山紀章）、加地 葵（宮野真守）

「DESTINATION」 月森 蓮（谷山紀章） 4

「THANKS」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「輝きはダイヤモンド」 
月森 蓮（谷山紀章）、土浦梁太郎（伊藤健太郎）加
地 葵（宮野真守）

「Black & White」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

「if」 火原和樹（森田成一）

「TEAR」 月森 蓮（谷山紀章）

「SKYWALKER」  吉羅暁彦（内田夕夜）

「Romantic Stage」  火原和樹（森田成一） 1

「W-BREEEZE」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）、火原和樹（森田成一）

ネオロマンス・ライヴ2009Summer＠
横浜、大阪

｢I CAN MAKE IT」 衛藤桐也（日野 聡）

2009年7月、8月 ｢木漏れ日」 土浦梁太郎（伊藤健太郎

｢REFLEX ～鏡像の韻律～」 吉羅暁彦（内田夕夜）

｢SKYWALKER｣ 吉羅暁彦（内田夕夜）

｢TOMORROW」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

｢MOVE｣ 衛藤桐也（日野 聡）

｢TEAR｣ 月森　蓮（谷山紀章）

｢FATE ～真冬の太陽～｣ 月森 蓮（谷山紀章）＆土浦梁太郎（伊藤健太郎）

｢DESTINATION｣ 月森 蓮（谷山紀章）

星奏学院祭2 「Fairy Humming」 志水桂一（福山 潤） 1

2009年3月 「PRINCESS JEWEL」 柚木梓馬（岸尾だいすけ） 1

「W-BLIZZARD」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）火原和樹（森田成一）

「DECEMBER DREAM」 加地 葵（宮野真守）王崎信武（小西克幸） 2

「AQUA BLUE」 月森 蓮（谷山紀章）

「NIGHT PIECE」 吉羅暁彦（内田夕夜）

「VOYAGE」  金澤紘人（石川英郎） 1

「輝きはダイヤモンド」 
月森 蓮（谷山紀章）土浦梁太郎（伊藤健太郎）加
地 葵（宮野真守）

「PRECIOUS」 火原和樹（森田成一）

「After The Rain」  王崎信武（小西克幸） 1

「Clockwork Town」 金澤紘人（石川英郎）吉羅暁彦（内田夕夜）

「CORONA-光冠-」 月森 蓮（谷山紀章）加地 葵（宮野真守）

「I CAN MAKE IT」 衛藤桐也（日野 聡）

「AIRSTREAM」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「You're in my heart」 加地 葵（宮野真守）

ネオロマンス・フェスタ10 「One day's memory」 土浦梁太郎(伊藤健太郎)

2008年12月 「Wings of Heart」 柚木梓馬(岸尾だいすけ) 1

「NIGHT PIECE」 吉羅暁彦（内田夕夜）

「DESTINATION」 月森　蓮（谷山紀章）

「REFLEX～鏡像の韻律～」 吉羅暁彦（内田夕夜）

「AIRSTREAM」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

ネオロマンス・ライヴ 2008 Summer
＠横浜、大阪

「REFLEX～鏡像の韻律～」 吉羅暁彦（内田夕夜）



2008年6月、7月 「Black & White」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

「That's the life」 金澤紘人（石川英郎）

「THANKS」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「CORONA-光冠-」 月森 蓮（谷山紀章）＆加地 葵（宮野真守）

「FLAME」 月森 蓮（谷山紀章） 3

「Tip-Top Shape」 加地 葵（宮野真守） 3

ネオロマンス・アラモード3 「Black＆White」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

2007年12月 「TOMORROW」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「Mermaid」 加地　葵（宮野真守）

「DECEMBER DREAM」 加地　葵（宮野真守）＆王崎信武（小西克幸）

ネオロマンス・フェスタ9 「ANOTHER REVOLUTION」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

2007年9月 「Black&White」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

「NIGHT PIECE」 吉羅暁彦（内田夕夜）

「Liebe～親愛なる君に～」 王崎信武（小西克幸） 1

「DESTINATION」 月森　蓮（谷山紀章）

ネオロマンス・ライヴ2007 Summer 「太陽の粒子」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

2007年7月 「Black＆White」 柚木梓馬（岸尾だいすけ）

「BELIEVE」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「PRELUDE－青月光－」 月森　蓮（谷山紀章）

「WITHOUT END」 月森　蓮（谷山紀章）

「Tip-Top Shape」 加地　葵（宮野真守）

「Mermaid」 加地　葵（宮野真守）

星奏学院祭 「SWEET SECRET」 柚木梓馬（岸尾大輔）

2007年3月 「天使の吐息」 志水桂一（福山潤）

「FINE DAYS～明日は晴れ！～」
冬海笙子（佐藤朱）・天羽菜美（増田ゆき）・金澤紘
人（石川英郎）・王崎信武（小西克幸）

「Tip-Top Shape」 加地葵（宮野真守）

「BELIEVE」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「Reverie」 金澤紘人（石川英郎）

「月の破片」 月森蓮（谷山紀章） 2

「Bouquet～微笑の花束～」 冬海笙子（佐藤朱）・天羽菜美（増田ゆき）

「明日へのMelody」
月森蓮（谷山紀章）・土浦梁太郎（伊藤健太郎）・志
水桂一（福山潤）

「はるかな空へ」 王崎信武（小西克幸） 1

「はじめての気持ち。」 火原和樹（森田成一）

ネオロマンス・ライヴ2006Autumn 「月の破片」 月森蓮（谷山紀章）

2006年9月 「太陽の粒子」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「Share」 火原和樹（森田成一） 1

「W-BLIZZARD」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）火原和樹（森田成一）

「SWEET SECRET」 柚木梓馬（岸尾大輔）

ネオロマンス・ライヴ in SonyMusic
AnimeFES.06

「Fill my heart」 月森蓮（谷山紀章） 1

2006年5月 「DIANA」 柚木梓馬（岸尾大輔） 1

「SWEET SECRET」 柚木梓馬（岸尾大輔）

ネオロマンス・アラモード2 「THANKS」 土浦梁太郎（伊藤健太郎）

2006年3月 「Tone Color-真珠の音色-」 福山潤（志水桂一） 4

「Hi・damari」 福山潤（志水桂一） 3

｢L'armonia ～君がくれたもの～｣ 小西克幸（王崎信武） 2

ネオロマンス・ライヴ2005Winter 「FLAME」 月森 蓮（谷山紀章）

2005年12月 「WISH」 森田成一（火原和樹） 2

「Take it easy」 金澤紘人（石川英郎） 1

「Brightly～輝きの中で～」 小西克幸（王崎信武） 1

「VIBRATO ～the way you are～」 月森蓮（谷山紀章）、王崎信武（小西克幸） 1

ネオロマンス・アラモード 「One day's memory」 伊藤健太郎（土浦梁太郎）

2005年9月 ｢ANOTHER REVOLUTION｣ 伊藤健太郎（土浦梁太郎）

「Tone Color-真珠の音色-」 福山潤（志水桂一）

「Hi・damari」 福山潤（志水桂一）

｢Cendrillon｣ 岸尾大輔（柚木梓馬） 2



「SANCTUARY～Yes/No～」 岸尾大輔（柚木梓馬） 2

ネオロマンス・フェスタ8 「FLAME」 月森 蓮（谷山紀章）

2005年7月 ｢ANOTHER REVOLUTION｣ 伊藤健太郎（土浦梁太郎）

「Tone Color-真珠の音色-」 福山潤（志水桂一）

「SANCTUARY～Yes/No～」 岸尾大輔（柚木梓馬）

ネオロマンス・フェスタ7 「One day's memory」 伊藤健太郎（土浦梁太郎）

2004年12月 「WISH」 森田成一（火原和樹）

「Tone Color-真珠の音色-」 福山潤（志水桂一）

ネオロマンス・ライヴ 2004 Summer 「PRELUDEｰ青月光ｰ」　 月森 蓮（谷山紀章）

2004年8月 ｢JUMP☆｣ 森田成一（火原和樹） 2

｢L'armonia ～君がくれたもの～｣ 小西克幸（王崎信武）

「Days gone by ～夢の中の夢～」 金澤紘人 (石川英郎) 1

ネオロマンス・フェスタ6＠横浜、大
阪

「PRELUDEｰ青月光ｰ」　 月森 蓮（谷山紀章）

2004年3月 ｢Hi･damari｣ 福山潤（志水桂一）

｢JUMP☆｣ 森田成一（火原和樹）

｢Cendrillon｣ 岸尾大輔（柚木梓馬）


