達

改め輝がついに十両

髙田川部屋

所は︑
二十三名の力士のうち十

下西三枚目に位置し︑十両昇

進の期待が高まった達は︑見事

の活躍に期待がかかる︒

場 所で大 きく 負 け 越したが︑ ピード出 世であり︑今 後の活

しでも十両昇進が可能な位置

る﹂と︑
大雷童は語気を強めた︒ 手には負けられないというプ

それでもそれだけの魅力があ

レッシャーを感じながらも︑当

二段でも勝ち続けたい﹂とその
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然のごとくに優勝を果たした︒
竜電は﹁復帰の第一歩が踏み
出せたので︑
ここから二歩三歩

意気込みを語った︒十両への返

〃

十両 輝
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白鷹山

七月 場 所は五勝︑先場 所は六

躍にも大いに期待がかかる︒
︒

が︑達はすかさず右 上手廻し
勝と︑負けた分を取り戻して︑

を浅く取って間髪入れずに寄
二十歳での十両昇進となる

り立てた︒

の治療に専念していた竜電が︑

二年 前の十両昇 進 後︑怪 我

再び十両へと返り咲く番付に 竜電が復帰
序ノ口優勝

幕下中下位での三年間の下積 ﹁今場所は幕下一桁まで戻る︒

が︑中学横綱として入門をし︑ 近づいてきた︒

がりたい︒十両になるといろん

勝ち越しを続けて︑十 両に上

その期待に応えて千秋楽で勝
導のもとじっくり体を作り︑今

みのあいだに︑髙田川親方の指

であった︒三勝三敗で迎えた千 ﹁輝 大士︵かがやき たいし︶
﹂
へ

大きい︒負け越してしまうとす

相撲を取ることができたのが

げた︒竜電は︑序ノ口の力士相

た竜電は︑序ノ口優 勝で復 帰
と改め本場所に臨む︒

際で一瞬相手の左腕が達を抱

に突きを繰り出したが︑土俵 ﹁先場所では十両の力士と二番
えた︒そこで止まると特に重い

達の十両昇進に発奮した他

進を﹂とそれ ぞれに闘 志を燃

の力士たちが︑﹁次は自分の昇

連続で大勝ちをしてきた湘南

り咲きを目指して頑張って欲

今 年の春に入 門して以 来︑ と前に進めるようにしたい︒序

げ︑わずか三場所で三段目へと

しい︒

乃海が先場所も勝ち越しを遂
昇 進した︒相 撲 未 経験 者のな
か で は 類 を 見 ない ほ ど の ス

序二段 竜電
〃 大由志
前大将
〃

櫻

恵比寿丸

〃

〃

行司

○○●○●●○ ようかと思った︒今場所はなんとしても勝ち越したい︒

先場所４勝３敗 先場所はとてもきつく︑三勝三敗から負けたらどうし

○●○○○○○ は負けられない︒もっと上に上がりたい︒

先場所６勝１敗 今場所は地元開催なので︑頑張りたい︒年下の力士に

先場所４勝３敗

先場所は全体的に出だしは

一人関取に上がったので︑早く追いつきたい︒五勝した髙田川
親方の

○○○●●●○ いが︑自分の相撲を取ることを重視したい︒

先場所３勝４敗 九州場所までは︑巡業でしっかり力をつけて︑本場所

○●○●○●● に臨みたい︒勝ち越しを目指して頑張りたい︒

が少なすぎます︒もっと勝ちに

は場所に入ってからの稽古量

とですが︑特に幕下の力士たち

部屋の力士全員にいえるこ

まっています︒

持 ち な が ら も 負 け 越 してし

てしまいました︒五番勝つ力を

敗の幕下力士三人が負け越し

負けがこんできて︑特に三勝三

中日以降に
先場所３勝４敗 先場所は調子はいいが︑勝ち切ることができなかった︒ 良かったのですが︑

○○●○●●● 今場所は勝ち越しをしたい︒頑張りたい︒

先場所４勝３敗 皆様の期待に応えるには土俵の上で結果を残すしかな

一歩一歩を進めていくように努めます︒
●○○○●●○ いと心に留めて︑

先場所３勝４敗 先場所負け越して︑三段目まで落ちてしまった︒今場

○●●●○○● 所は大勝ちして一場所で幕下に戻れるようにしたい︒

一番一番を大事に取っていきたい︒
●○●○○○● に︑

先場所４勝３敗 五番勝てば幕下に上がれるが︑それを意識しないよう

○●○●○●○ い︒五勝以上して幕下に戻れるように頑張りたい︒

先場所４勝３敗 落ち着いて相撲を取って︑怪我のないように終わりた

輝が三勝三敗からどうにか

こだわって︑自覚を持って本場
先場所５勝２敗 本当は六番勝ちたかった︒また大勝ちに挑戦をしたい︒ 所に臨んでほしい︒

○○○●○○● 気持ちのムラをなくして勝ち星を拾いたい︒

●○●○○●○ 今年最後の本場所を負けて終わりにしたくない︒

たのは嬉しいのですが︑そもそ

先場所４勝３敗 先場所は三勝三敗から︑何とか勝ち越すことができた︒ 勝ち越して︑
十 両 昇 進 を決 め

○○●○○○○ まずは勝ち越しをしていきたい︒

の相撲を取ってもらいたい︒

言わず︑優勝を目指して︑気迫

かして︑今場所は勝ち越しとは

だけない︒連敗した悔しさを活

先場所６勝１敗 やっと負け越した分を取り戻した︒今場所が正念場︒ も三勝一敗からの連敗がいた

先場所４勝３敗 先場所はちょっと物足りない成績で番付を戻しきれな

○○●○●●○ かった︒今場所は六番勝って幕下に上がりたい︒

●○●●●●● ちできるように頑張って︑負けた分を取り戻したい︒

先場所１勝６敗 先場所は今年初の負け越しだった︒地元九州では大勝

●●○○●○○ の本場所で︑幕下に上がれるぐらいに頑張りたい︒

先場所４勝３敗 地元九州での場所なので︑大勝ちをしたい︒今年最後

○●●●○●○ い︒体調はいいので︑まずは勝ち越しを決めたい︒

先場所３勝４敗 地元九州場所は︑初めての年以来勝ち越しをしていな

●●●●○○○ 流れに乗ってしまう︒いい流れに変えていきたい︒

先場所３勝４敗 先場所は四連敗からの三連勝︒いい方でも悪い方でも

●○○●○●○ もさらに勝ち越しをして︑上を目指していきたい︒

先場所４勝３敗 調子は良くなかったが勝ち越すことができた︒今場所

○○○○○○○ での目標もできて一歩ずつ着実にいきたい︒

先場所７勝０敗 ようやく復帰できた︒もう後戻りはしたくない︒部屋

●●○○○○○ できた︒この勢いで今場所も頑張りたい︒

先場所５勝２敗 先場所は先に二敗したが︑そこから五連勝することが

●○○●●○○ ので︑勝って少しでも上がれるようにしたい︒

先場所４勝３敗 二場所勝ち越したが︑その前に三場所負け越している

○○●●●●● 古して︑三段目を取り戻したい︒

先場所２勝５敗 負け越しの場所が続いてしまっている︒今は一生懸命稽

師匠は数百年にわたる相撲

ものかと改名効果に驚いた︒

●●●●●●● 下がってしまった︒勝ち越しを目指して頑張りたい︒

先場所０勝７敗 先場所については言うことがない︒下がるところまで

大士関の遠縁ということもあ
り︑名前をいただき大士︵たい

の歴 史の中で︑竜電や勝 武 士

股名を見つけ出す︒字画を気

など誰も付けたことのない四

し︶と付けた︒
新十両昇進会見は三十人ほ

式守勘太夫 の目
﹁輝︵かがやき︶﹂︑良い四股名

にするとさらに少なくなる︒今

申し上げます︒

どの記者団に囲まれ︑二時間以

様 ご厚 誼の程 お 願い

皆 様 方には昨 年同

まりました︒

も近い福 岡 市 内に決

筑 紫郡那 珂川町から

でお世話になっていた

おりましたが︑昨年ま

ご協 力のもと 探 して

福岡道場を︑皆様の
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なんとしても勝ち越したい﹂と
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そして怪我の療養を続けてい

な意味で注目されて大変だが︑ ここに来てようやく復帰を遂

付を上げてきた︒幕 下西三枚

須磨ノ海が六勝︑鶴乃湖︑大由
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