輝︑
幕内に王手
躍に期待がかかっている︒
とが理由であった︒親方は竜電

が尾てい骨に衝撃を与えたこ

幕 下に上がりたい﹂と大 野 城

下昇進﹄も見えてきた︒勝って

き︑また今年の目標である﹃幕

三段目東二十枚目での出場

前乃富士もおり︑
ひしめき合っ

場所から少し番附は下げたが

湖︑剛 力山︑大 鷹 山︑そして先

幕下を狙う北皇︑大神風︑鶴乃

好 調の大野 城 だけでなく︑再

段目上位︑勝ち越しで幕下昇

を遂 げて躍 進し︑今 場 所は三

トとなる地位︒幕下 経 験 者の

駆け抜けていくのに一番ポイン

新鋭の力士が︑幕下︑十両へと

表
※記の番附は正式発表前の予想

〃

〃

〃

安芸乃川

大雷童

安芸乃山

〃

前乃富士

○○○○○●●○

る︒相撲の内容は良いので︑このままの調子で今場所

先場所 勝４敗 先場所は︑結果的に十一番勝てたことには満足してい
○○○●●○○ も上を目指して頑張りたい︒

○○○○○○○ 管理をしっかりして︑勝ち続けていきたい︒

輝は十両昇 進 後︑
二場 所 連

髙田川
親方の

先場所７勝０敗 今場所は自分が前にいた番附まで近づいてくる︒体調

○●●○●○● はたくさんある︒この負けを踏み台にしていきたい︒

先場所３勝４敗 先場所は負けて悔しかった︒見通しが甘く︑反省材料

○○●○○●○ 意味がない︒勝ち越して上に行けるように頑張りたい︒

先場所５勝２敗 今場所は勝たなければ︑元の位置に戻ってしまうので

たのも良かった︒ただ︑
欲を言っ

続二桁勝利での勝ち越しが続
先場所２勝５敗 まずは勝ち越さないと話にならない︒稽古にもっと力 いている︒先場所で十一番勝て

○●●●○●● を入れて︑上を目指して︑まだまだ頑張りたい︒

●●●●○●● 今場所は稽古を重ねて元の位置まで戻りたい︒

先場所１勝６敗 先場所は思うような相撲を取ることができなかった︒ たらきりがないが︑
負けた相撲

との取組などで︑心の弱さが出

との取 組や︑自 分よりも後 輩

の内容が悪い︒やりにくい相手

○○○●○○○ 所の勢いをそのままに勝ち上がっていきたい︒

先場所６勝１敗 今場所は四番勝てば幕下に上がれる位置なので︑先場

ている︒

たせているのであろう︒部屋の

真っ向勝負﹂という気持ちが勝

輝の信条である﹁正々堂々︑

先場所２勝５敗 地元での開催なので精一杯頑張りたい︒応援していた

●●●○●○● だく皆様に感謝し︑恩返しができるようにしたい︒

○○●●○○○ た︒この調子で五勝以上して幕下に戻りたい︒

先場所５勝２敗 先場所は五場所ぶりに勝ち越すことができてホッとし

○●○○●○○ このままの勢いで︑今場所も勝ち越しを目指したい︒

須磨ノ海

先場所５勝２敗 今 場 所は地元での開 催︒三段目で迎えられたのが良

先場所３勝４敗 先場所は勝ち切ることができなかった︒今場所は地元

○○●○○●○ かった︒最低でも勝ち越して少しでも伸ばしたい︒

○○○●●○○ 身最高位になるので︑勝って上を目指したい︒

にしなければならない︒

また十両に上がっていけるよう

けて︑怪我をしない体を作って︑

ここからが勝負︒もっと力をつ

今場所は幕下上位まで戻るが︑

竜 電は三場 所 連 続 優 勝で︑

るはずだ︒

持っていれば︑
いい相撲を取れ

先々場所落ちた分を取り戻すことができた︒ すべての力士が同じ気持ちを
先場所５勝２敗 先場所は︑

先場所３勝４敗 先場所は負け越してしまったが︑今場所は五番勝てば

○●●○●●○ 幕下に上がれる︒それを意識しないように頑張りたい︒

○●○○○●○ て前に出る相撲をして︑幕下に戻れるようにしたい︒

先場所５勝２敗 先場所は五勝してだいぶ戻すことができた︒落ち着い

先場所４勝３敗 二場所連続の勝ち越しで︑今場所は五番勝てば幕下に

○○●●●○○ 戻ることができるので︑五勝を目指したい︒

●●○○●●● てしまう︒今場所は大勝ちをしてその壁を超えたい︒

先場所２勝５敗 四十五枚目あたりに自分の壁があり︑気持ちが先走っ

●○○●●●● そは勝ち越しをしていきたい︒

先場所２勝５敗 二場所連続で負け越してしまって後がない︒今場所こ

〃

恵比寿丸

先場所５勝２敗 先場所は必死に一番一番を勝ちにいった︒今場所は自

○●●○○●● 下げる︒まずは勝ち越しを目指して頑張りたい︒

先場所３勝４敗 二場所連続で負け越しており︑今場所はだいぶ番附を

〃

湘南乃

○●○●●●○ での開催なので︑全勝をするつもりで頑張りたい︒

〃

〃

〃 剛力山
〃 大鷹山
〃 勝武士
〃 太熊
暁

〃

三段目大野城
〃 大神風
〃 北皇
鶴乃湖

今 場 所は三段 目の上 位に︑

古にそして本場所へと臨んで 幕下昇進へ挑む
結果を導いた︒
髙田川力士たち
﹁体を鍛えて︑勝ち続けて上に
意気込みを語った︒

行くしかない﹂と竜電は︑その

大野城六勝
幕下にあと一歩

同期の白鷹山に後れを取っ ている︒

休場に至った骨折は︑重心の

進を狙える位 置となる︒相 手

三段目は相撲経験者たちや

高い竜電が安易に技を仕掛け

ていた大野 城︒先 場 所は六勝

るとき︑また相 手に思わぬ技

プライドで︑自 らの地 位 を向

〃

十両 輝
幕下 竜電
白鷹山

に︑ガツンと激しく当たる攻撃

を仕掛けられたときに︑足の力 ﹁初めて六勝を上げることがで

以 上に稽 古 をして︑幕 内に上

﹁今場所は勝負の場所︒今まで

入る︒相 撲の定石 通りの基本
となった先場所も︑難なく全勝

は抱負を語った︒

相撲を捨てさせ︑﹁じっくり相

段目も全勝優勝を遂 げて︑復
を全うしたことが勝利につな

心が特に低い相手との対戦で︑ 勝をすれば二年半ぶりに再十

撲を取ること﹂を義務付け︑稽

がりたい﹂と力 強 く 輝は答え

となる︒

く応対できるかが今後の課題

二場所連続の二桁勝利で十両上位に登りつめる
両国国技館で行われた先場

所は︑髙田川部屋の力士二十三
名のうち十一名が勝ち越しを 関取二場所目
決めた︒輝は十一勝四敗と︑十
輝大勝ち

両昇進から二場所連続で二桁

ちてより 大きく 映る︒大きな

た︒幕 内 昇 進に向けて万 全の

金色のまわしで土俵に上が

注 目の 力 士として 期 待 が 高
相 手には︑相 手の腕 肘を外か

活後の強さを印象づけた︒

恵比寿丸︑湘南乃海が五勝と

幕下 上位︑四連 続での全勝 優

優勝を遂 げた竜電︒今場所は

再十両に王手
竜電の快進撃

勝 利 を果 たし︑その強 さをア

まっている︒そして︑去 年の七
使して上体を崩してから中に

ら絞り上げる﹁おっつけ﹂を駆

体制で場所に挑む︒

月場所に復帰を果たした竜電

ピール︒相 撲ファンの中でも︑ る輝︒その立ち姿は自 信に満

は︑序 ノ口︑序 二段 に 続 き︑三

髙田川部屋

上させることを重視しなけれ

両への復帰となる︒

長身の輝がいかに低く速く強

負けた四番のうち三番は重

がった︒

さらに大野 城 が六勝︑安 芸

乃 山︑北 皇︑鶴 乃 湖︑剛 力 山︑

三月場所 大阪道場

際から猛然と力を出すのが大

www.tanakayoshiko.com/kikin/

式守勘太夫がお届け致します

に十 分 相 撲を取らせて︑土俵

●●●●●●○ りと取り戻して︑二場所︑三場所連続で勝ち越したい︒

先場所１勝６敗 先場所は一勝しかできなかった︒今場所でまたしっか

髙田川ブログで部屋の近況をご報告しています

15日間
ばいけない︒髙田川部屋力士の

活動をしております。

大相撲三月場所
大阪での幕下昇進に期待がか

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

ホームページ

野城の相撲︒これが立合いから

使っていただける、

〒135-0024
東京都江東区清澄2-15-7

スイッチが入るようになれば

●●○○○○● 越すことができた︒今場所も怪我なく頑張りたい︒

ス席は︑すでに土日完売してい

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

BELLE ETOILE

田中好子 “ いつもいっしょだよ ”

公式ホームページ

先場所４勝３敗 先場所は前半良くなかったが︑後半白星が増えて勝ち

本場所︑巡業︑またテレビを

し上げます︒またご購入は後

るため︑平日に限りご案 内申

会員の特典●年六場所番附表及び、
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
●その他特典あり
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）

於 大阪府立体育会館

かる︒

●●●●●●○ を挽回していきたい︒

先場所１勝６敗 今場所は地元大阪での開催︒先場所のふがいない成績

願うところです︒

●●●○●○● ので︑頑張って勝ち越しをしていきたい︒

先場所２勝５敗 先場所負け越してしまった分︑今場所は地元でもある

なり︑
一人︑また一人と関取に引
き上げていってもらいたいと思

通じて多くのファンに夢を与

援会会員の方に限ります︒ご

大阪場所での大相撲観戦マ

え続けて︑いつか輝関を慕って

連絡お待ちしております︒

一般会員

発行者

関取への道も開ける︒

〃 大乗
序二段前大将
〃 大由志
櫻
〃

行司
式守勘太夫 の目
進を掲 げた︒関取として責任

入門する若者であふれる髙田

っている︒

のある立場にあるいま︑この言

川部屋の繁栄を見たいと︑切に

輝関が新年の目標に三役昇

葉の意味が深く響く︒また部

会員の特典●年六場所番附表及び、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、特別会員向け特典あり

大阪府東大阪市御厨栄町1-1-4

会費：お一人様 10,000 円

喝！

特別会員

平成27年３月8日より

日時：３月１日（日）
午後５時半受付、午後６時開宴

11

屋の力士たちみんなの刺激と

髙田川部屋 後援会のご案内

www.takadagawa.com

大阪場所に向けて、髙田川部屋では下
記の日程で激励会を開催いたします。
皆様、ふるってご参加ください。

会場は髙田川部屋 大阪道場の隣にて（会費制）

髙田川部屋後援会事務局

大阪場所激励会

平成27年 3月 22日（日）午後6時開場

髙田川部屋千秋楽祝賀会

2015年 2月23日

大勝をして躍 進︒今 場 所の活

二場所連続で二桁勝利を挙げて︑上り調子の輝︒
稽古にも一層の気合が入る︒

行事のご案内

四人マス席ご案内
場所：大阪商業大学エステラス
（４号館１階）
東大阪市御厨栄町 4-1-10
（近鉄小阪駅下車 徒歩５分）

第106号（通巻）
2014 年（平成27年） 2月2 3日（月曜日）

聞
新
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田
髙

