福岡の福岡国際センターで

行われた先場所は︑
二十三名の

大鷹山は地元を意識してか︑

周り大きくなった感がある︒今
後の活躍に期待したい︒

観戦入場券の
販売について

輝

表
※記の番付は正式発表前の予想

十両

九月場所に︑本格的な復帰

今までになく必死に突っ張る

飾ったのち順調に勝ちを重ね︑

奇しくも輝の取組のすぐあと

前に優 勝 決 定 戦 が行われた︒

千 秋 楽では︑勝てば優勝 決

に︑竜電が勝ちをおさめた形に

髙田川 部屋では︑大 相 撲 観

〃

〃

〃

大神風

安芸乃山

大雷童

安芸乃川

須磨ノ海

〃 竜電
〃 北皇
〃 剛力山
〃 大乗
〃 大鷹山
〃 勝武士
〃 太熊
〃 大野城
暁
〃

〃

三段目前乃富士

新十両として先場所を迎え
を果 たした竜 電︒序ノ口の優

相 撲を見せた︒大 乗は立合い

九月場所から本格的に復帰
した︵十両に昇 進した輝を除

十四日 目には十 勝 を挙 げて︑ 勝の力士が二名いたため︑中入

定戦に持ち込めるという時天

なった︒
戦マス席を式守勘太夫が販売

〃

幕下白鷹山

鷹山と大 乗︒二人共に幕下 経
験 者で実 力がある︒今 場 所で

続 白星で一気に勝ち越しを決

タートながら︑初日から四連

勝に続いて︑先場所は序二段で

の鋭さに磨きがかかり体が一

竜電が優勝
二場所連続

力 士のうち勝ち越しが十一名
た輝︒十両の西十四枚目と︑負
もその力をいかんなく発揮し

いた白 鷹山︒先場 所は幕下西 新十両の輝
十勝で躍進

と︑少し物足りない結果となっ
め︑最終的には五勝を挙げた︒
け越してしまうとすぐに幕下
て︑全勝で優勝をおさめた︒

は五勝を挙げて︑再幕下への弾

た︒その中にあって︑新 十両の
そして平成二十六年の髙田
タートとなった︒初日を白星で

に戻ってしまう番 附からのス

をした竜電は序二段で優勝︒そ
年連続での年間最多勝となる︒ その存在をアピールした︒

く︶
︒白 鷹 山は昨 年に続 き︑
二

序二段は千秋楽の段階で七

武士︑恵比寿丸︑櫻が五勝を挙

空との取組であったが︑あと一

二位は︑
二十四勝で安芸乃川が

して白 鷹山︑大 乗︑大 鷹山︑勝

げて躍進︒今場所へと繋いだ︒

歩のところで十両優勝までは

入った︒
白 鷹山は﹁二年 連 続で最 多

は﹁来 年の九州 場 所は関取に

をし︑お届けしております︒す

千秋楽の打ち上げ式で竜電

勝が取れたのも︑応援をしてい

みをつけた︒

輝は十勝を挙 げてあと一歩で
五勝を挙げた白鷹山が獲得を

二十
十両優勝という活躍を見せた︒ 川 部 屋の年間 最 多 勝は︑

二十一枚目と自 身 最 高でのス

新十両の輝は十勝で︑
十両優勝まであと一歩の大活躍

白鷹山が年間最多勝

平成27年1月11日より

なって帰ってきます﹂とその抱

○○●○○●○○

覚が違ったが︑場所の途中から慣れてきた︒今場所こ

先場所 勝５敗 場所の始めの方は締め込みや下がりが幕下のときと感

○●○○●○● そは優勝できるように頑張りたい︒

○○○○●○● る︒来年もまた一年︑相撲道に邁進していきたい︒

からには優勝を目指していけ﹂

した︒場所前から輝には﹁やる

て十勝を挙げたのは上出来で

先 場 所の輝は︑新 十両とし

髙田川
親方の

先場所５勝２敗 付き人についてわからないこともあるが︑いい刺激にな

これを無駄にしないように頑張りたい︒
○●○●○○○ てたので︑

先場所５勝２敗 先場所は最低でも四番勝ちたかった︒せっかく五番勝

先場所１勝６敗 地元での場所で意気込んでいたが︑負けてしまった︒気

○●●●●●● 持ちを入れかえて一歩一歩上がれるようにしたい︒

先場所２勝５敗 先場所は消極的な相撲が多かった︒今場所は前に出る

○○●●●●● 相撲で勝って︑勝ち越しを目指して頑張りたい︒

先場所３勝４敗 その昔︑蒙古襲来のときに日本を救った神風のように︑ と伝えており︑
それを体現する

ことができました︒ただ︑負け

実で︑そこを直せれ ば今 場 所

なくていい相撲があったのも事

●●○●○○● 国技を守っていけるように頑張りたい︒

○●●○○●○ 張りたい︒年の始めの場所を白星で飾りたい︒

かって強くなっていくべきです︒

本来であれば場所の後半に向

の稽古が足りていないのです︒

い力士が多くいました︒場所中

に幕下で︑最後の一番が勝てな

勝 率 がよくない︒先 場 所も特

かっていくべき︒しかしそこの

いても︑最後の一番は相手に向

な一番です︒たとえ負け越して

の場所での番附に繋がる大き

か負けるかでは大きく違い︑次

本場所は最後の一番を勝つ

もいい成績を残せます︒

先場所４勝３敗 今場所で勝ち越しをしたら幕下に上がれるので︑踏ん

先場所７勝０敗 次はうまくはいかないと思うので︑気を引き締めて勝

○○○○○○○ ち続けたい︒幕下経験者も多いが優勝を目指したい︒

先場所２勝５敗 このところ負け越しが続いてしまっている︒来年は勝ち

●○●●●○● 越しをして︑幕下に戻れるように頑張りたい︒

○○●●●●● 日を白星で飾って︑勝ち越していきたい︒

先場所２勝５敗 先場所は怪我なく終われたのが良かった︒今場所も初

先場所５勝２敗 地元九州で勝ち越せたのがよかった︒また幕下に近づ

○○○●○○● いたので︑幕下に戻れるように頑張りたい︒

○○●●○○○ りあえず勝ち越しをして︑五番六番勝っていきたい︒

先場所５勝２敗 今場所は五番か六番勝たないと幕下に上がれない︒と

先場所５勝２敗 来年は安定のある相撲を心がけて︑コツコツと積み重

○●○●○○○ ねていきたい︒稽古を頑張っていきたい︒

○●●●●○○ 所は︑早めに勝ち越していきたい︒

先場所３勝４敗 先場所は負けが先行して︑負け越してしまった︒今場

●○○●●○● 来年は三段目上位︑幕下を目指して頑張りたい︒

先場所３勝４敗 今年は三段目の中位で勝ち切ることができなかった︒

●●●●●○○ いきたい︒新年なので気持ちを切り替えていきたい︒

先場所２勝５敗 負けるときは小さく︑勝つときは大きく勝てるように

●●○●●●○ かった︒確実に勝ちを逃さないように頑張りたい︒

先場所２勝５敗 先 場 所は思ったより勝てず︑不甲 斐ない負け方が多

エンジン全開でいきたい︒
●●●●●●○ 気持ちを切り替えて︑

先場所１勝６敗 終わってしまったことは仕方がない︒新年を迎えるので

www.tanakayoshiko.com/kikin/

ホームページ

届かなかった︒
輝は﹁あそこまでいったら優

完売しており︑平日のみ購入が

髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

www.takadagawa.com

でに初場 所の土日のマス席は

活動をしております。

www.takadagawa.com

負を語っている︒

可能です︒

○○○●○●● していきたい︒

先場所４勝３敗 来年の最初の場所を白星で飾りたい︒勝ち越しを目指

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

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

ただく皆さんのおかげです﹂と
感謝の気持ちを述べた︒

勝したかった︒次こそは優勝で
意気込みを語った︒

きるように頑張りたい﹂とその

〃 鶴乃湖
大由志
〃

そんな中︑輝関の快進撃が

使っていただける、

四人マス席ご案内

詳しくは︑お問い合 わせく

始まり︑あわや優勝かとまでに

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

www.himawari-kikin.com

田中好子
いつもいっしょだよ 基金

15日間
ださい︒ぜひ力士たちの勇姿を

○●○○○●○ 場所も勝ち越しをして三段目に戻りたい︒

先場所５勝２敗 今年最後の場所を勝ち越すことができてよかった︒今

新宿舎のオイスカ西日本研

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）

2014年 12月24日

地元九州勢が
面目躍如

月場所での審査を受けることができます。）

序二段恵比寿丸

●●○●○●● 稽古して身につけていきたい︒

先場所２勝５敗 負けて悔しかった︒立合いが自分の中での課題︒そこを

修センターは留学生の農業教

期待が膨らんだ︒関取ととも

一般会員

於 両国国技館

間近で観戦してください︒

湘南乃

●●●○○●○ 年最初の場所なので︑気持ちを切り替えていきたい︒

先場所３勝４敗 宿舎が変わり︑環境の変化に対応しきれなかった︒新

育を推 進しており︑その規 律

年末行事を経て︑次は輝関の

に各地巡業をしながら帰京︒

○○●○●○○ に上がって︑定着できるようにしたい︒

先場所５勝２敗 今場所も五番勝てるように頑張りたい︒来年は三段目

正しい教育理念は力士たちの

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

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。

（中学卒業時に限り、身長 165cm 以上であれば、三

喝！

特別会員

発行者

福岡出身で現在三段目の大

〃

〃 前大将
櫻

生活に伝心した︒序 盤好スタ

〃

九州場所の新しい宿舎の準

ートを切れたのは︑そんな新鮮

行司

備 ︑輝関の十両 昇 進パーティ

な気持ちが反映したからであ

式守勘太夫 の目

ー︑慌ただしい中にも充実感あ

ろう︒

幕内挑戦が始まる︒
所を迎えた︒

髙田川部屋 後援会発足のお知らせ

式守勘太夫がお届け致します

身長 167cm 以上、
体重 65kg 以上

10

ふれる時を過ごしながら本場

会場は髙田川部屋にて（会費制）

大相撲一月場所
髙田川部屋では、力士を目指す若者を随時
募集しています。
相撲の世界で活躍してみたいと考えている
方、また力士向きの若者がご知り合いにい
らっしゃる方は、ぜひご連絡ください。
髙田川部屋では、まずは見学や稽古体験を
していただき、充分納得したうえで入門してい
ただいています。

BELLE ETOILE

田中好子 “ いつもいっしょだよ ”

公式ホームページ

平成27年 1月 25日（日）午後6時開場

髙田川部屋千秋楽祝賀会

髙田川部屋後援会事務局

来たれ国技の新生
新弟子募集

白鷹山五勝で
年間最多勝も
四場所連続で勝ち越して

年間最多勝で︑今場所は幕下の上位になる白鷹山︒
寒い中続く稽古に︑気合が入る︒

行事のご案内

第105号（通巻）
2014 年（平成26年） 12月24日（月曜日）
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