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大相撲七月場所

平成26年7月13日より
15日間

れた先場所は︑
二十三名の力士

を引いた形でがっぷり四つにな
達に次ぐ幕下上位︑また自身

ぶりをアピールした︒今場所は

場所中は理に叶わない流れ
で勝負をすることも多く︑もう
半歩早く踏み込めれば︑安定
した強さを得られるだろう︒

十両昇進への足がかりを作る
のように弱点をつかれてしまっ

うな投げを食らってしまう︒そ
指す﹂と︑意気込みを語った︒

い︒まずは幕 下五番以 内を目

ず 好 調 な安 芸乃 山︒ここまで

弟の安芸乃川に負けず劣ら

だ︒﹁負け越している余裕はな

低い相手の攻略のコツを掴ん

大きな相 手︑自 分より重心の 安芸乃山四勝で
自身最高位

た達だが︑
ここにきて自分より

最高位で迎えることになる︒

ような場面となった︒上手回し
るのを嫌い︑頭を付けて右前ミ
ツを探りながら前傾姿勢で攻
め︑定石 通りに難 題を克服し

場所の好調には遠く及ばない

のうち勝ち越しが十名と︑三月

結果となった︒その中にあって︑ 所で︑達は一勝三敗と大 きく

攻撃の相撲では達の長身を活
かせるが︑重心の低い相手に四

突き押し一本で幕下まで来

た︒

大野城が五勝と大勝ちを見せ
幕下の七名の中では︑達︑安
つ相撲に持ち込まれると︑中に

こととなった︒今場所での活躍

番付を抜きつ抜かれつ切磋琢
磨し︑今場所は二人揃って自身
最高位で迎えることになる︒

力士相手によく勝っており︑部

稽古場では幕内力士︑十両

相 撲を取る︒突き押しに磨き

相手を最後にぐいと押し切る

で変幻自在に動き︑疲れきった

安芸乃山は︑
二百キロの巨体

屋の稽古では常に勝ち残るほ

をかけて︑さらなる上位︑そし

六勝で躍進
安芸乃川

た三敗ののち︑次の取組も同じ

名 が勝 ち 越しを決 めており︑ 入り込まれ腰に乗せられるよ

芸乃川︑安芸乃山︑白鷹山の四

た︒

ら三勝して勝ち越しを決めた︒

安芸乃川が六勝︑
剛力山︑
大乗︑ 負けが先行したものの︑そこか

十両昇進を目前にした先場

東京の両国国技館で開催さ 達が勝ち越し
十両に王手

マス席の
購入について
マス席での本場所観戦を
希望される場合には︑式守
勘 太 夫までご連 絡く ださ
い︒部屋で扱っております
特別良い席もございます︒
親 しいお 茶 屋 さんとタイ
アップし︑四人マスの見や
ご希望に合わせてご用意い

すい席を選んで︑お客様の
たします︒観戦日は平日の
ほうが余裕をもってチケッ
料金の目安︵東京︑大阪︑

トが購入できます︒
名古屋場所︶は︑四人で一マ
ス︑飲 食・お 土産 込で約 十
万円が基本です︒席によっ
ては飲食・お土産の料金も

達

先場所６勝１敗 先場所は調子良く勝つことができた︒今場所は自身最

表
※記の番付は正式発表前の予想

幕下
安芸乃川
先場所４勝３敗

○●○○○○○ 高位になるので︑最低でも勝ち越していきたい︒

●○●●○○○ まずは幕下五枚目以内に入るようにがんばりたい︒

先場所４勝３敗 先場所は前半が良くなかったが︑後半に良くなった︒

〃

安芸乃山

番付の上がっている中で︑勝ち越しを決めることがで髙田川
親方の

●●○●○○○ きた︒前に出る相撲で負けないようにがんばりたい︒

先場所４勝３敗 先場所はスタートから負けて出だしが悪かった︒今場

先場所は七名の幕下のうち︑

勝 ち越しが四名︑なかでも達

●○●○○○● 所は出だしからいい相撲を取っていきたい︒

先場所１勝６敗 いっぱい負けてしまったので︑勝つしかない︒だいぶ番

が上位での勝ち越しを決めた︒

を引っ張っていくようにしてほ

れない︒自ら突き進んで︑部屋

なければいつまで経っても上が

続けれ ば上がれるが︑追 求し

関取に上がることを追求し

の三人も力をつけてきている︒

た安芸乃川︑安芸乃山︑白鷹山

も上位に食い込んでほしい︒ま

がる体制はできており今場所

めの足がかりとなる︒関取に上

今年中にも関取へと上がるた

●●○●●●● 付が下がるので︑バネのようにバンと跳ね上がりたい︒

先場所３勝４敗 二場所連続負け越しで︑次に負け越すと下に落ちてし

●●○●○○● まう︒絶対に勝ち越していきたい︒

先場所３勝４敗 部屋の雰囲気は盛り上がっている︒﹁あの人は凄いが負

○●○●○●● けたくはない﹂という闘志を燃やしてがんばりたい︒

先場所５勝２敗 地元場所前に勝ち越していけるのが良かった︒五番勝

●○●○○○○ てば幕下に戻れるので︑それを目標にがんばりたい︒

先場所４勝３敗 番付をだいぶ戻すことができているので︑ここからが

●○○●○○● 勝負︒今場所も勝ち越しをしていきたい︒

先場所５勝２敗 今年は調子良く勝てているが︑去年の負け越しを取り

○○●○○○● 戻しているところ︒幕下に戻れるようにがんばりたい︒

取に上がれるチャンスがある︒

幕 下にいる力 士は︑常に関

しい︒

しっかりと目標を持って︑日々

○●●○●○● たいない︒今場所はたくさん勝っていきたい︒

先場所３勝４敗 勝ち越したかった︒三勝三敗までいったから余計にもっ

●●○●●●○ とかなるようにしていきたい︒

〃

大鷹山

前乃富士

一番一番着実
先場所２勝５敗 先場所は︑勝ち切ることができなかった︒

●●○●●○● 下がってしまうので︑取り返すようにがんばりたい︒

先場所２勝５敗 先場所は全然勝つことができなかった︒番付がだいぶ

●●●●○○● に勝っていって番付を上げたい︒

●●○○○●● 勝ち越しを目指して︑序二段に落ちないようにしたい︒

●●●●●●● た︒今場所は汚名返上︑勝ち越しを目指していきたい︒

先場所０勝７敗 先場所はすべてが上手くいかず︑勝てる気がしなかっ

○○●●●○○ 場所連続勝ち越しの勢いで︑今場所も勝ち越したい︒

先場所４勝３敗 今場所勝ち越せば︑三段目に上がることができる︒二

●●○○○●● 場所は何とか勝ち越せるようにがんばりたい︒

先場所３勝４敗 今年に入ってから︑三場所連続で負け越している︒今

がってほしい︒

自分の体をいじめて︑関取に上

の稽 古︑四股︑鉄 砲︑すり足で

先場所２勝５敗 負けてしまったのは仕方がない︒番付は下がるが︑なん

先場所５勝２敗 今年は大勝ち︑大負け︑大勝ちと続いているので︑今場

●○○○○●○ 所は負け越さないようにがんばりたい︒

〃

須磨ノ海

先場所３勝４敗 先場所は惜しいところで勝ち越しを逃した︒今場所は

○●○●●●● に取って︑結果を残せるようにしたい︒

〃

恵比寿丸

一番一番を大事
先場所２勝５敗 勝ちを意識すると裏目に出てしまう︒

〃

〃

〃 白鷹山
〃 大雷童
〃 北皇
三段目大神風
〃 剛力山
暁
〃
〃 大乗
〃 鶴乃湖
〃 太熊
大野城

〃

愛知県名古屋市港区東茶屋1-556

式守勘太夫よりご案内

好調の幕下力士が髙田川部屋の力士全体を押し上げる

達が十両まであと一歩

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

どの実 力を持つ安 芸乃川︒先

〃 勝武士
序二段大由志
前大将
〃

www.tanakayoshiko.com/kikin/

於 愛知県体育館
調整できます︒

○○●●○●○ 今場所も緊張をしないようにして勝ち越したい︒

先場所４勝３敗 先場所は緊張したが︑何とか勝ち越すことができた︒

体調はいい方向に向かっている︒年内には復帰できる

●○○●●●● ず勝ち越さなければいけない︒がんばっていきたい︒

先場所２勝５敗 今年に入ってから負け越しが続いている︒今場所は必

先場所１勝０敗６休

休休休休休休○ ように︑体調を整えていきたい︒

だわることによって︑充実した

が求められる﹂部分の勝ちにこ

髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

発行者

て十両を目指す︒

湘南乃

櫻
竜電

力士のうち二場所連続で過半

っていれば︑二十三人の髙田川

気分で千秋楽を迎えることが

活動をしております。

髙田川部屋後援会事務局

場所は六勝と︑あと一歩で優勝
という活躍を見せて︑その好調

〃
〃

序ノ口

木村和一郎 改め

行司

数の十五人勝ち越しになった

稽古場で精神を集中して︑本

式守勘太夫 の目

本場所の中盤は︑体が慣れ

東京都中央区銀座 7-10-5 デュープレックス銀座 7/10 4F

モニュメントを 無償で差し上げる

ギンザベルエトワール

www.takadagawa.com
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名古屋道場がリニューアル
先 代 か ら 続いてき
た名古屋道場が︑
二十
六年 ぶりに駒 谷 会 長
のご厚 意によりリ
ニューアルされた︒広
い稽古場で︑力士たち

できるようになるはずだ︒
て勝率が良いのが髙田川部屋

リニューアルをした名古屋の

が︑結果は十人と低迷した︒
先場所は︑八人の力士が三

場所に臨んでほしい︒

使っていただける、

髙田川部屋

は目 一杯に充 実 した
稽古に励む︒

勝三敗で七番目の相撲に勝ち

終わりの﹁精神的勝負︑持久力

の特 徴である︒場 所の始めと

た方のご遺族に写真立てとしても

GINZA

東日本大震災で被災され亡くなられ

七月場所 名古屋道場

また︑七月六日午後

越しをかけて挑んだが︑三人が

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）

式守勘太夫がお届け致します

六時の激励会で︑その

勝ち越すにとどまった︒全員勝

一般会員

www.himawari-kikin.com

田中好子
いつもいっしょだよ 基金

喝！

特別会員

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）
●その他特典あり

四人マス席ご案内
披露も行われる︒

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

BELLE ETOILE

田中好子 “ いつもいっしょだよ ”

公式ホームページ

会場は髙田川部屋 名古屋道場にて（会費制）

髙田川部屋千秋楽祝賀会

平成26年 7月 27日（日）午後6時開場

高

も期待される︒

着実に勝ち越しをして︑十両昇進が見えてきた達︒
厳しい稽古で︑自らを鍛えあげる︒

お問い合わせ・お申し込み／行司 式守勘太夫

行事のご案内
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