平成26年3月9日より
於 大阪府立体育会館

15日間

四人マス席ご案内

式守勘太夫がお届け致します

髙田川部屋

がるので︑今場所は勝ち越しを
目 指 していきたい﹂と北 皇は

東京の両国国技館で開催さ 北皇六勝で
幕下に復帰

れた先場所は︑
二十二名の力士
語った︒

て︑ジリジリと三段目まで番付

このところ負け越しが続い

撲を取る力士もいたものの︑北
を下 げていた北 皇︒先 場 所は

した︒なかなか勝ち切れない相

皇︑安芸乃山︑須磨ノ海︑太熊
会心の六勝を挙げて︑
一気に自

見せた︒また︑大 野 城︑暁 も五

身最高位である幕下中位近く

幕下に昇進をした昨年七月

安芸乃山も六勝
幕下返り咲き

のうち十名が勝ち越しを果た

の四名が六勝の大勝ちをして

小兵ながら体全体の力は抜群︒ の上位に甘んじてきた安芸乃

まで番付を戻すこととなった︒ 場 所の途中 休場以 来︑三段目

体で番 付を上げてきた︒同 期

に大型力士タイプだが︑絞った
の安芸乃山︑安芸乃川に追いつ

番の巨 漢でありながら︑腰 が
いの早さが身につけばさらな

くまであと一歩と迫っている︒そ

力 士 が 通 信 教 育 を 受 ける

りの良い見本となっている︒

神奈川県より
新弟子入門
神奈川県大磯町の中学三年
生︑谷松将人君が︑
この春から
髙田川部屋に入門することが

表
※記の番付は正式発表前の予想

●○●●○●○ 達も近くまで来ているので︑
一緒にがんばりたい︒

先場所３勝４敗 先場所は︑気合いが入りすぎて空回りしてしまった︒

先場所４勝３敗 欲を言えばもう一︑二番勝ちたかった︒今場所は優勝

●○○○○●● すれば十両に上がれる位置なので︑優勝を目指したい︒

先場所６勝１敗

安芸乃山

先場所３勝４敗 せめて勝ち越せるようにしたい︒体調はいいので︑間違

先場所６勝１敗 今場所は自身最高位で幕下に戻るので︑まずは幕下か

○●●●○○● いなく勝ち越すと思う︒

●●○○●●○ 中で課題を克服できるようにがんばりたい︒

先場所３勝４敗 先場所は不甲斐ない結果で︑課題も多かった︒自分の

●○○○○○○ を目指して︑五番︑六番勝てるようにしたい︒

先場所６勝１敗 今場所勝ち越せば︑幕下に上がれる︒まずは勝ち越し

先場所６勝１敗 先場所は︑いつもよりも幸運に恵まれた度合いが濃かっ
○○○●○○○ た︒今場所がこわい︒

●○●●○●● 土俵を展開したい︒

先場所２勝５敗 言い訳はしません︒敗者に弁はない︒今場所は気迫の

●○○●●●○ ている︒自分の未来は自分で変えてみせる︒

先場所３勝４敗 悔しいし︑情けないという思いを持ちながら稽古をし

先場所５勝２敗 とりあえず五勝することができたが︑自分の相撲が取

○●○○●○○ れていない︒今場所は勝ち越せるようにがんばりたい︒

先場所３勝４敗 先場所は惜しいところで勝ちを逃してしまった︒一番

●●●○○○● 一番を大事に取って︑勝ち越しをしていきたい︒

○○●●○●● 負けるとか考えずに︑自分の相撲を取りたい︒

先場所３勝４敗 二番︑三番勝つと守りに入ってしまう︒あまり勝つとか

●○●○○●○ しまった分を取り戻せるようにがんばりたい︒

先場所４勝３敗 久しぶりに勝ち越すことができた︒ここからは︑落ちて

○○○●○●● 負け方がよくなかった︒勝ち越していきたい︒

先場所４勝３敗 とりあえず勝ち越したが︑勇み足をしてしまうなど︑

○●●○○○○ たので︑今場所も勝ち越して幕下に近づきたい︒

先場所５勝２敗 先場所は勝ち越したが︑それまで負け越しが続いてい

○○●○●●○ た︒自分に自信の持てる相撲を取りたい︒

先場所４勝３敗 三勝一敗から二連敗し︑ぎりぎり勝ち越すことができ

●●●●●●○ もう一度戻っていきたい︒勝ち越していきたい︒

先場所１勝６敗 先場所は三段目に上がったばかりで勉強の時だった︒

●○●●●●○ も四番勝って︑できれば大勝ちしたい︒

先場所２勝５敗 先場所は最悪だった︒今場所はご当地なので︑最低で

●○●○●○● は地元での開催なので︑勝ち越していきたい︒

先場所３勝４敗 先場所は︑惜しいところで負け越してしまった︒今場所

もっと追求して欲しい︒

的にも︑どう努力すべきかを︑

になります︒精 神 的にも肉 体

たかが︑勝ち負け以 上に大 切

れだけ稽 古 をしたか︑努 力し

貪欲さ︑気迫が足りません︒ど

らみなぎるもの︑勝負に対する

今の部屋の力士には全身か

らなければいけません︒

いかなければならない︒獣にな

てしまうくらいの勢いで戦って

戦うときには︑相手を食い殺し

り︑神事でもあります︒しかし

は︑興業であり︑
スポーツであ

礼に始まり礼に終わる相撲

もっています︒

十 三名 が 幕 下 以 上の 実 力 を

十 一名と︑合 計で半 数以 上の

経験者が二名︑幕下経験者が

二十二人います︒そのうち関取

今の髙田川部屋には力士が

三段目に落ちてすぐに幕下に戻ることができた︒今場髙田川
親方の

〃

安芸乃川

○○○●○○○ 所は勝ち越しを目指していきたい︒

〃

白鷹山

恵比寿丸

○○●○○○○ ら落ちないようにとどまって︑上を目指したい︒

〃

前乃富士

〃 太熊
〃 大神風
〃 鶴乃湖
〃 大野城
剛力山
〃

〃

三段目須磨ノ海

決まった︒四股名は﹁湘南ノ海﹂
検査を受けることになる︒

に決まり︑大阪 場 所で新 弟子

髙田川新聞
通算百号に寄せて
大相撲の番付表と一緒にお
送りしているこの髙田川新聞
他の報道機関が伝えきれない

〃 大乗
〃 大鷹山
暁
〃
〃 勝武士
前大将
〃

序二段
髙田川 部 屋の力 士の近 況 を︑
少しでも後援会の皆様にお伝
えできればとの思いを形にし︑
これからも髙田川部屋なら

続けてまいりました︒
びに髙田川新聞を︑よろしくお
願い申し上げます︒

〃

幕下大雷童
達
〃
北皇

大阪府東大阪市御厨栄町1-1-4

ながら︑相撲道に打ち込み︑回

三月場所 大阪道場

の精神的な成長に注目したい︒ が︑通算で百号を迎えました︒

ケースが増えている︒太熊も稽

文武両道の太熊
六勝で三段目上位

きた好調の須 磨ノ海︒続く初

と五勝を挙げて番付も上げて

昨年の九月場所︑十一月場所

好調の須磨ノ海
連続勝ち越し

る上位も目指すことができる︒

重く器用な相 撲を取る︒立合

を 果 たした︒髙田 川 部 屋で一 で番 付を上げてきた︒基本 的

大勝ちを見せて︑幕下への復帰

山︒ここに来てようやく六勝の

勝を挙げて好調さをアピール
脇の甘さを克服できれば出世

した︒
そして達は︑幕下の上位へと
り︑今度こそはと燃えている︒

駒を進める勝ち越しを決めて︑ の道も広がるという評価があ
大雷童とともに十両昇進への
﹁先場所六勝で一気に番付が上

幕下まであと一歩のところま

六勝を挙げた力士が四名︑
幕下も充実し︑
十両昇進は近い

本領発揮の大阪場所

大相撲三月場所

能の資格取得通信教育を受け

一番一番相撲を取って︑場所の感覚を取り戻しながら︑

●●○○●○● ばりたい︒

先場所３勝４敗 今場所は大阪︒地元での開催なので︑いつもよりがん

先場所１勝０敗６休

様々な職業の方の多岐にわ

休休休休休休○ 復活に近づいていきたい︒

たるアドバイスをいただいて

髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

平成２１年秋より力士たちは新しい髙田川部屋で稽古を積み重ねております。
これもひとえに皆々様方のご支援・ご
厚情の賜物と感謝しております。
改めて御礼申し上げます。
この度、
新生・髙田川部屋の後援会を発足させていただ
くことになりましたので、
ご案内させていただきます。
皆々様、
広く会員のご紹介を賜りますよう、
お願い申し上げます。

高

場 所 も六勝と大 勝 ちをして︑ 古︑修行の合間を見て︑特殊技

櫻
〃
〃 大由志
竜電

叱責しているが︑周囲の言葉を

ついたことを教育として厳しく

会員の特典●年六場所番付表及び、
髙田川部屋新聞の送付●大相撲カレンダーの送付●記念品の進呈●場所前の
）
激励会にご案内●千秋楽祝賀会にご案内●稽古見学
（事前にご連絡ください）
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www.takadagawa.com
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会員の特典●年六場所番付表及び、髙田川部屋新聞の送付●大相撲カレンダーの送付●記念品の進呈●場所前の
激励会にご案内●千秋楽祝賀会にご案内●稽古見学（事前にご連絡ください）
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大阪場所 髙田川部屋行事 ︵会費制︶ 序ノ口

木村和一郎 改め

行司

於 愛知県体育館

www.takadagawa.com

二月二十三日︵日︶
第十二回力士激励ゴルフコンペ ダンロップゴルフコース

負から逃避するマイナス要因

古に臨まなければ︑土俵の勝

にしかならないことも肝に銘

も︑ど根性丸出しで普段の稽
後援会の方々がここまで思

力士にストレートにぶつけてい

ってくれているのかと深く心に

じて欲しい︒

式守勘太夫 の目

髙田川部屋千秋楽祝賀会で

響く言葉に︑相撲を取ることの

平成26年 7月 13日より 15日間

チケット発売は平成26年5月22日（木）より

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

三月二日︵日︶ 午後六時
激励会 大阪商業大学エステラス

は︑厳しい意見をくださる方に

深さを改めて気付かされる︒

ただく場も大切にしている︒

来賓のご挨拶を依頼すること

於 両国国技館

チケット発売は平成26年4月12日（土）より

発行者

三月二十三日︵日︶ 午後六時
千秋楽祝賀会 髙田川部屋 大阪道場

がある︒日頃から師匠は︑気が

平成25年 5月 11日より 15日間
平成26年

www.himawari-kikin.com

於 大阪府立体育会館

チケット好評発売中

髙田川部屋後援会事務局

三月二十四日︵月︶
神戸後援会パーティー︵詳細は後日お知らせいたします︶

お問い合わせ／行司 式守勘太夫

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

喝！

平成26年 3月 9日より 15日間

大相撲三月場所
大相撲五月場所
大相撲七月場所

お問い合わせ・お申し込み／行司 式守勘太夫

四人マス席ご案内

会場は髙田川部屋 大阪道場にて（会費制）

髙田川部屋千秋楽祝賀会

平成26年 3月 23日（日）午後6時開場

2014年 2月24日
番付が安芸乃川に追いついた安芸乃山。
双子そろっての切磋琢磨で、上位を目指す。

望みをつないだ︒

気迫の相撲で六勝を挙げて︑幕下へと返り咲いた北皇︒
次なる高みを目指し︑稽古にも力が入る︒

お問い合わせ・お申し込み／行司 式守勘太夫

行事のご案内

第100号（通巻）
2014 年（平成26年） 2月24日（月曜日）
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