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かぎやで風節 かじゃ 風節 かじゃ ふーぶし 1 
恩納節 恩納節 うんなぶし 1 
中城はんた前節 中城はんた前節 なかぐ くはんためーぶし 2 
こてい節 く 節 く ぶし 2 
邊野喜節 辺野喜節 びぬちぶし 3 
金武節 金武節 ちんぶし 3 
仲村渠節 仲村渠節 なかんかりぶし 4 
瓦屋節 瓦屋節 からやぶし 4 
仲間節 仲間節 なかまぶし 5 
ごゑん節 ぐ ん節 ぐ んぶし 5 
揚作田節 揚作田節 あぎ くてんぶし 6 
踊くはでさ節 踊く さ節 いく さぶし 6 
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ぢやんな節 ぢゃんな節 ぢゃんなぶし 8 
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南嶽節 南嶽節 なんだきぶし 28 
黒島節 黒島節 くるしまぶし 29 
ソンバレ節 すんばれ節 すんばれぶし 29 
シヨンダフ節 しゅんどー節 しゅんどーぶし 30 
ソレカン節 すりかん節 すりかんぶし 30 
ヤリコノシ節 やりくぬし節 やりくぬしぶし 31 
屋慶名節 屋慶名節 やきなぶし 31 
上り口説 上い口説 ぬぶいく ち 32 
節口説 節口説 し く ち 34 
ウフンシヤリ節 うふんしゃり節 うふんしゃりぶし 36 
サインソル節 せんする節 せんするぶし 37 
萬歳カフス節 萬歳こー 節 まんざいこー ぶし 38 
早作田節 早作田節 はい くてんぶし 39 
白瀬走川節 白瀬走川節 しらしはいかーぶし 39 
大兼久節 大兼久節 うふがにくぶし 40 
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坂本節 坂本節 さかむ ぶし 41 
伊江節 伊江節 いーぶし 41 
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比屋定節 比屋定節 ひゃーじょーぶし 44 
揚七尺節 揚七尺節 あぎしちしゃくぶし 44 
本嘉手久節 本嘉手久節 む か くぶし 45 
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百名節 百名節 ひゃくなぶし 45 
遊子持節 遊子持節 あ び むちゃーぶし 46 
荻堂口説 荻堂口説 んじょーく ち 47 
大浦節 大浦節 うふらぶし 48 
池ンタウ節 池んとー節 いちんとーぶし 49 
本大浦節 本大浦節 む うふらぶし 49 
宇地泊節 宇地泊節 うち まいぶし 50 
津堅節 津堅節 きんぶし 50 
綾蝶節 綾蝶節 あやはべるぶし 51 
シホライ節 しゅーらい節 しゅーらいぶし 51 
長金武節 長金武節 ながちんぶし 52 
屋慶名クハデサ節 屋慶名く さ節 やきなく さぶし 53 
伊計離節 伊計離節 いちはなりぶし 53 
本散山節 本散山節 む さんやまぶし 54 
揚沈仁屋久節 揚沈仁屋久節 あぎじんにゃーくぶし 54 
早口説 早口説 はやく ち 55 
道輪口説 道輪口説 みちわく ち 56 
亀甲節 亀甲節 かみくーぶし 57 
謝敷節 謝敷節 じゃじちぶし 57 
平敷節 平敷節 しちぶし 58 
くにや節 くにゃ節 くにゃぶし 58 
出砂節 出砂節 い なぶし 59 
つなぎ節 ちなぎ節 ちなぎぶし 59 
ちるれん節 ちるりん節 ちるりんぶし 60 
本部長節 本部長節 む ぶなぎぶし 60 
石ん根の道節 石ん根ぬ道節 いしんにーぬみちぶし 61 
本田名節 本田名節 む だなぶし 62 
港原節 港原節 んな はらぶし 62 
大田名節 大田名節 うふだなぶし 63 
あがさ節 あがさ節 あがさぶし 63 
赤さくはでさ節 赤さく さ節 あかさく さぶし 64 
芋之葉節 芋之葉節 むぬ ぶし 64 
真福地之はいちやう節 真福地之 ーちょー節 まふくじぬ ーちょーぶし 65 
伊集早作田節 伊集早作田節 いじゅはい くてんぶし 65 
仲節 仲節 なかぶし 66 
清屋節 清屋節 ちゅらやーぶし 66 
與那節 与那節 ゆなぶし 67 
赤田風節 赤田風節 あかたふーぶし 67 
 


