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大相撲五月場所

平成26年5月11日より

於 両国国技館

15日間

大阪の府立体育会館で開催

された先場所は︑
二十二名の力

勝 ち越しを決 めて︑また一歩

幕下の力士は六名中五名が

好調さを見ることができた︒な
十両昇進への駒を進めた︒

富 士︑大 鷹 山︑暁︑勝 武 士︑恵

比寿丸の七名は五勝を決めて
躍 進︒今 後に期 待のできる結

達の二名は順当に勝ち越しを

中でも後

変えた︒

てきた︒相手にタイミングを外
な が ら も︑

ろに回 られ

相手のツボに当たるようになっ

頃の稽古の中で克服をしてい
粘 り に 粘っ

されて泳いでしまう課題は︑日
けば︑技術的に問題ない︒
十 両 昇 進に最 も 近い二人︒ てツキ 膝 を

決めて︑幕下 優勝をすれば十 好調の白鷹山
五勝で躍進

両昇進する幕下十五枚目以内

星は圧 巻で
あった︒

古が続いている︒四月の中旬に
連 敗をした︒その後 勝ち続け

大 雷 童は初日︑
二日 目 と二

て︑今 場 所の番 付を大 幅にあ

下の中でただ一人五勝をあげ

最年少の白鷹山︒先場所は幕

髙田川部屋の幕下力士では

げていた大神風︒地元大阪での

先場所は三段目に番付を下

の番付を維持している︒

は︑茨 城県 稲 敷 市にある髙田
くる力士に不覚をとり三勝三

るも︑立ち合いで一気に攻めて

いて勝ち越しを

を落ち着いて捌

プの力士であったが︑立ち合い

敗に︒最 後の一番 も同じタイ

れて身動きが取れず︑プロの洗

切りぶつかったが︑四つに組ま

対戦があり︑胸にめがけて思い

三日目に元小結栃ノ心との

げることになる︒

れることに加え︑新たに身につ

小兵力士ながら力相撲の取

下へと復帰する︒

躍を見せて︑今 場 所からは幕

勝︒あと一歩で優 勝という 活

応 援も受けて︑初日から五連

卒業したばかりとしては恵ま

百四十三キログラムと︑中学を

今場所は序ノ口として力士の

相 撲で二番 出 世 を果 たした︒

新弟子検査を無事受けて︑前

南乃 海は︑先 場 所に行われた

第一歩を踏み出すことになる︒
身 長 百 九 十二センチ︑体 重

で活躍することを期待したい︒ も期待されている︒
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れた体 格であり︑今 後の活躍
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体を鍛える良い機会を得た︒

一方達は︑
突っ

奏していた︒今場所もその攻め

けた速攻二本差しの型が功を

今年の二月に入門をした湘

初日から五連勝 湘南乃海が
大神風が奮闘
二番出世

およぶ合 宿 が行われ︑より稽

川部屋茨城道場での八日間に

五月場所に向けて厳しい稽

果となった︒

中でも幕 下 上位の大 雷 童︑ 今場所での活躍が期待される︒ 呼んだ勝ち

かでも︑白 鷹 山︑大 神風︑前乃

決 めて︑髙田川 部 屋の力 士の

士のうち十五名が勝ち越しを

大雷童・達が
幕下上位勝ち越し

過半数の力士が勝ち越しを決めた大阪場所の勢いに続け

飛躍の五月場所

発行者

しこの取組は︑白鷹山の意識を

〃 大野城
序二段大由志
〃 前大将
櫻
〃
竜電

●●○○○●○ 五枚目以内に入れるようにしたい︒

先場所４勝３敗 今場所は優勝するつもりでがんばりたい︒少なくとも

○●○●●○○ りで臨みたい︒土俵際で気を抜かないようにしたい︒

先場所４勝３敗 今場所はおそらく自身最高位であり︑優勝をするつも

先場所４勝３敗

先場所は自身最高位から勝ち越すことができた︒今場髙田川
親方の

●○●○○○● 所も最高位なので︑思い切った相撲を取りたい︒

五番勝って︑
先場所３勝４敗 まだ昔の自分に負けている︒今場所は四番︑

先 場 所は︑場 所 を通してつ

とめた力士が二十一名で勝ち越

○●●○●●○ 自身最高位を更新していきたい︒

先場所４勝３敗 先場所は勝ち越すことができてよかった︒今場所は最

しが十五名と︑相 対 的には成

りでも関取に上がれば︑それに

結果を残してほしい︒誰かひと

体をいじめて本場 所で闘って

とのめり込んで︑自分で自分の

とはどう相撲に向き合い︑もっ

うな力士が何人もいるので︑あ

今年中には関取に上がれそ

て欲しい︒

番でも少なく負けるようにし

く勝って︑負け越した時には一

ました︒本場所では一番でも多

した力士が少ない結果となり

績が良かったのですが︑大勝ち

○●●○●○○ 低でも四番勝って︑早く最高位を更新したい︒

先場所５勝２敗 結果が全てではないが︑結果を残せるようにがんばり

○●○●○○○ たい︒今場所も先場所同様の意気込みでいきたい︒

先場所５勝２敗 母校の相撲部監督にご指導いただき︑決意を新たにし

○○○○○●● た︒今場所も相撲道に邁進していきたい︒

先場所４勝３敗 勝ち越しが続いているが︑この状況に慢心しないでいき

●○○○●●○ たい︒負けたら終わってしまう︒

先場所４勝３敗 先場所は全然納得がいかず︑目指しているものとは程

○●○●○○● 遠い︒やれる事を精一杯やっていきたい︒

先場所５勝２敗 今場所は五番勝てば幕下にあがれるが︑そういうこと

●○●○○○○ は意識せずに一番一番の相撲を取っていきたい︒

○○●○●○○ も勝ち越して︑幕下に戻れるようにしたい︒

先場所５勝２敗 二場所連続で勝ち越しているので︑この勢いで今場所

場所は全勝を狙っていきたい︒

つくろうと努力していること︑

作って欲しい︒

して︑本 場 所で闘える体 制 を

もう少し精神から鍛えなお

ものです︒

先場所１勝６敗 先場所は勝つ気で行ったが壁は厚く︑力不足であった︒ 刺激されてみんな上がっていく

●●○●●●● 一番一番真剣に相撲を取っていきたい︒

先場所５勝２敗 二場所連続勝ち越しで︑番付を戻してきた︒今は幕下

●○○○●○○ しか見えていない︒勝ち越すようにがんばりたい︒

○○●○●●● れるようにたい︒地元に勝ち越しで帰りたい︒

先場所３勝４敗 焦りがどこかにあるのか︑落ち着いて自分の相撲が取

○○○●○○● 越せば最高位なので︑安定感のある相撲を取りたい︒

先場所５勝２敗 最後の一番を落としたのが惜しかった︒今場所は勝ち

○○●●○●○ ていない︒今場所も勝ち越しをしていきたい︒

先場所４勝３敗 二場所連続勝ち越しはしたが︑まだ最高位までは戻っ

○●○○○○● るので︑序二段に落ちないようにがんばりたい︒

先場所５勝２敗 先場所は五番勝つことができた︒今場所は三段目に戻

○●●●●●○ しまった︒今場所は五番勝って元の番付に戻りたい︒

先場所２勝５敗 先場所は調子がよかったものの︑場所では空回りして

●●○○●○○ 勝って上を目指していきたい︒

先場所４勝３敗 地元で勝ち越すことができて嬉しい︒今 場 所もまた

○○●●●○● 勝って︑余裕を持って勝ち越しを決めたい︒

先場所３勝４敗 負け越しが続いてしまっている︒今場所は早めに三番

ここに来て︑ようやく全身を動かせるようになった︒こ

○●●○●●● くやしい︒今場所は勝ち越していきたい︒

先場所２勝５敗 先場所は地元での開催だったが︑負け越してしまって

先場所１勝０敗６休

休休休休休休○ れからは下半身を鍛えていきたい︒

前相撲二番出世

部屋がその人にあった環境を

できなければ続けれられない︒

今まで学校似通っていたのとは全然雰囲気が違う︒今

湘南乃

思い方向転換︒どの部屋に入っ

序ノ口

〃

たらいいか分からず︑
いろんな

木村和一郎 改め

行司

部屋を見て回って︑父母の了解

めているということが︑訪問を

そして部屋のみんなが彼を求

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。

www.takadagawa.com

式守勘太夫 の目

も得た上で︑最終的に稽古の一

した人に伝わったからだと考

番厳しい髙田川部屋を選ぶこ
ととなった︒

待をしたい︒

えている︒今後の彼の活躍に期
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髙田川部屋後援会事務局

勝武士が初切 ︵しょっきりデ
︶ ビュー
今春巡業から勝武士
が︑東 関 部 屋の 高 三郷
とコンビを組んで初 切
デビューを果たした︒勝
武士はおどけ役として
相撲の禁じ手を面白お
かしく紹介︒二人の初切

今年の春に部屋への入門を
果たした湘南乃海は︑野球部

しかし稽古が厳しいだけで

於 両国国技館

髙田川部屋ホームページでは
場所期間中、全力士の星取表と
ブログを毎日更新いたします。

場に集まった相撲ファン

はやっていけず︑普段の生活が

平成26年 9月 14日より 15日間

チケット発売は平成26年8月9日（土）より

式守勘太夫がお届け致します

によって︑藤沢場所の会

撲に向いているのではないかと

で投手をしていたが︑自身が相

於 愛知県体育館

チケット発売は平成26年5月22日（木）より

四人マス席ご案内
は大いに盛り上がった︒

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

平成25年 7月 13日より 15日間
平成26年

www.himawari-kikin.com

於 両国国技館

チケット好評発売中

2014年 4月24日

幕下に定着し、力を発揮しつつある白鷹山。
先輩力士を追う立場ながら、今後に期待が持てる。

喝！

平成26年 5月 11日より 15日間

大相撲五月場所
大相撲七月場所
大相撲九月場所

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

会場は髙田川部屋にて（会費制）

髙田川部屋千秋楽祝賀会

平成26年 5月 25日（日）午後6時開場

高

張り が確 実に

春風に吹かれながらの稽古も︑
土俵の上は力士たちの熱気に包まれていた︒

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101号（通巻）
2014 年（平成26年） 4月24日（木曜日）
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